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10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

日　程　表
第１日　8 月 20 日（金）

  8：45

イベントホール コンベンション
ホール1/2

コンベンション
ホール1/2 国際会議室 201 悠

幕張メッセ 幕張メッセ　国際会議場２階

麗

ホテルニューオータニ２階

第１会場 第２会場 第３会場 第４会場 第５会場 第６会場 第７会場

9：00～9：30
会長講演
司会：宮地　良樹
演者：田中　秀子

8：45～9：00
開会式

9：30～10：30
研究助成・大塚Grant
発表
司会：立花　隆夫
演者：安部　正敏
　　　佐野　仁美
　　　飯坂　真司
　　　浅田　真弓
10：30～11：30
招待講演１
Pain in chronic 
wounds ? the 
challenge of 
assessment and 
measurement of pain 
in quality of life 
research
司会：真田　弘美
演者：Christine 　　
　　　Moffatt CBE

12：00～13：00
ランチョンセミナー1
㈱モルテン

13：30～14：20
総会

14：30～16：00
シンポジウム1
司会：東口　髙志
　　　松原　康美
演者：服部　政治
　　　祖父江正代
　　　安藤　嘉子
　　　大岩　孝司

16：00～17：30
特別企画
褥瘡・創傷ケアで病院
が損をしないために
司会：市岡　　滋
　　　渡邊千登世
演者：木村　憲洋
　　　石井　義輝
　　　野末　　睦

12：00～13：00
ランチョンセミナー2
スミス・アンド・ネフ
ューウンドマネジメン
ト㈱

14：30～15：30
教育講演1
褥瘡と鑑別すべき皮膚
疾患
司会：石川　　治
演者：永井　弥生

14：30～15：30
教育講演2
からだと心　－患者中心
の医療へのヒント
司会：徳永　惠子
演者：南雲　直二

16：30～17：30
教育講演4
褥瘡の評価・
DESIGN-Rの活用
司会：高橋　愼一
演者：小玉　光子

9：30～10：15
実態調査委員会
司会：須釜　淳子
演者：武田　利明

12：00～13：00
ランチョンセミナー3
コンバテック ジャパ
ン㈱

15：30～16：30
教育講演3
難治性皮膚潰瘍の治療
に使用する人工皮膚
司会：鳥居　修平
演者：黒柳　能光

15：30～17：00
シンポジウム3
司会：大村　健二
　　　中條　俊夫
演者：大浦　武彦
　　　足立香代子
　　　田村佳奈美
　　　下田　雅子
　　　岡田　晋吾

17：00～17：45
職種別サテライトシン
ポジウム
私たちは褥瘡ケアで何
ができるのか？　～円
陣組んでみましょう～
１．栄養士
進行：足立香代子

9：30～11：00
車椅子実践講座
司会：山名　敏子
演者：岩谷　清一
　　　吉田由美子
　　　中村　優子
サポーター：
　　　　　小原麻友美

12：00～13：00
ランチョンセミナー4
ケーシーアイ㈱

14：30～17：30
WOC実践講座
司会：菅井亜由美
演者：石濵　慶子
　　　丹波　光子
　　　野北　陽子
　　　松田　常美
　　　濵元　佳江
　　　日野岡蘭子
　　　佐藤　明代

9：30～10：30
機器・用具Ⅰ
001～007
座長：岡　　博昭

12：00～13：00
ランチョンセミナー5
パラマウントベッド㈱

14：30～16：00
シンポジウム2
司会：古田　勝経
　　　館　　正弘
演者：古田　勝経
　　　大浦　紀彦
　　　河合　修三
　　　片岡ひとみ
　　　永田　　実
　　　白石　弘美
　　　杉元　雅晴
症例提示：関根祐介

9：30～10：30 
予防環境整備Ⅰ
008～014  
座長：青木　和恵

12：00～13：00
ランチョンセミナー6
㈱ケープ

14：30～15：30 
予防環境整備Ⅱ
015～021  
座長：安部　正敏

16：10～17：10 
予防環境整備Ⅲ
022～028
座長：上村　哲司

9：30～10：30
医療体制Ⅰ
029～035
座長：上出　良一

12：00～13：00
ランチョンセミナー7
㈱ユーキ・トレーディ
ング/㈱ハートウェル

14：30～15：30 
医療体制Ⅱ
036～042
座長：塚田　邦夫

16：10～17：00 
医療体制Ⅲ
043～048  
座長：黒川　正人

※参加者懇親会（18：15〜20：15）はホテルニューオータニ幕張２階 舞・翔にて開催します。
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301 302 303 304

幕張メッセ　国際会議場３階

展示ホール８

幕張メッセ

第８会場 第９会場 第10会場 第11会場 展示・ポスター会場

9：30～10：30 
在宅医療Ⅰ
049～055
座長：中村　義徳

12：00～13：00
ランチョンセミナー8
ニチバン㈱

14：30～15：20 
在宅医療Ⅱ
056～061
座長：前川　厚子

16：30～17：30
職種別サテライトシン
ポジウム
私たちは褥瘡ケアで何
ができるのか？　～円
陣組んでみましょう～
２．薬剤師
進行：関根　祐介

9：30～10：20 
コンピュータによる
褥瘡管理/その他Ⅰ
062～067
座長：永野みどり

12：00～13：00
ランチョンセミナー9
ラックヘルスケア㈱

14：30～15：20 
その他Ⅱ
068～073
座長：中川ひろみ

16：30～17：30
職種別サテライトシン
ポジウム
私たちは褥瘡ケアで何
ができるのか？　～円
陣組んでみましょう～
３．リハビリテーショ
ン専門職
進行：廣瀬　秀行

9：30～10：20
外科的治療Ⅰ
074～079
座長：柵瀨信太郎

14：30～15：20 
外科的治療Ⅱ
080～085
座長：茂木　定之

16：10～17：00 
外科的治療Ⅲ
086～091
座長：寺師　浩人

9：30～10：20 
リハビリテーション
092～097
座長：飛松　好子

10：00～18：00
ポスター提示

展　示

9：00～10：00
ポスター貼付

14：30～17：30
WOC実践講座　中継

14：30～15：10 
リハビリテーション
P-001～P-008
座長：田中　康之

15：10～15：35 
教育・医療経済Ⅰ
P-009～P-013
座長：大谷津恭之

15：40～16：00 
教育・医療経済Ⅱ
P-014～P-017
座長：渡邊　　成

14：30～15：05 
機器・用具Ⅰ
P-018～P-024
座長：峯　龍太郎

15：10～15：45 
機器・用具Ⅱ
P-025～P-031
座長：稲川　喜一

15：50～16：15 
基礎
P-032～P-036
座長：木村　　中

14：30～15：05 
保存的治療Ⅰ
P-037～P-043
座長：岡部　勝行

15：10～15：45 
保存的治療Ⅱ
P-044～P-050
座長：貝谷　敏子
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  9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

日　程　表
第 2 日　8 月 21 日（土）

  8：00

イベントホール コンベンション
ホール1/2

コンベンション
ホール1/2 国際会議室 201 悠

幕張メッセ 幕張メッセ　国際会議場２階

麗

ホテルニューオータニ２階

第１会場 第２会場 第３会場 第４会場 第５会場 第６会場 第７会場

9：00～10：30
シンポジウム4
司会：岡田　晋吾
　　　溝上　祐子
演者：藤広満智子
　　　松原　恵み
　　　松永佳世子
　　　大西　山大
特別発言：宮地良樹

10：40～11：40
招待講演2
Current Status and 
Opportunities for 
Wound Care Nurses:  
Education, 
Certification, and 
Responsibilities
司会：森口　隆彦
演者：Dorothy 　　　
　　　Doughty

12：00～13：00
ランチョンセミナー10
ネスレ日本㈱

13：30～15：00
シンポジウム5
司会：美濃　良夫
　　　判澤　　恵
演者：飯田　有輝
　　　栗原　正紀
　　　井上　善文
　　　幣　憲一郎
　　　木下　幸子

15：00～16：30
コンセンサスシンポジ
ウム2
司会：坪井　良治
　　　田中マキ子
演者：門野　岳史
　　　切手　俊弘
　　　大桑麻由美
　　　祖父江正代

9：00～10：00
教育講演5
褥瘡の栄養管理　サプ
リメントの使い方と問
題点
司会：古田　勝経
演者：湧上　　聖

12：00～13：00
ランチョンセミナー11
アルケア㈱/科研製薬㈱

13：30～14：30
教育講演6
スキンケア
司会：古江　増隆
演者：石川　　環

14：30～15：30
教育講演8
圧再分配と看護技術
司会：日髙　正巳
演者：須釜　淳子

15：30～16：30
教育講演9
司会：倉本　　秋　
演者：古田　勝経
　　　野田　康弘

16：45～17：00
閉会式

9：00～10：30
編集委員会講習会
司会：館　　正弘
演者：須釜　淳子

12：00～13：00
ランチョンセミナー12
メンリッケヘルスケア㈱

13：30～14：30
教育講演7
当センターにおける座
位保持装置作製
司会：中西　秀樹
演者：染屋　政幸

14：30～15：30
倫理委員会講演
司会：廣瀬　秀行
演者：中山　健夫

15：30～16：30
ワークショップ2
司会：髙橋　　誠
演者：高水　　勝
　　　米田　隆志
　　　藤本由美子
　　　田中　　良

9：00～10：30
ワークショップ1
司会：木之瀬　隆
演者：木之瀬　隆
　　　武田　　太
　　　森谷　陽一

13：30～16：30 
キネステティク実践講
座
司会：徳永　惠子
演者：徳永　惠子
　　　只浦　寛子
実践講座サポーター：
　　　角川　佳子
　　　青木　詩恵
　　　高橋　真紀
　　　多田千和子
　　　増川美加子
日本キネステティク研
究会共催

9：00～10：30
コンセンサスシンポジ
ウム1
司会：寺師　浩人
　　　野口まどか
演者：寺師　浩人
　　　柳　　英之
　　　田中　克己
　　　丹波　光子

12：00～13：00
ランチョンセミナー13
㈱クリニコ

13：30～15：00
シンポジウム6
司会：松崎　恭一
　　　内藤亜由美
演者：小山恵美子
　　　仲上豪二朗
　　　松村　　一
　　　土屋　沙緒
　　　安部　正敏

15：00～16：30
シンポジウム7
司会：南　由起子
　　　沼田　美幸
演者：大桐四季子
　　　及川　雅博
　　　鈴木　勇三
　　　袋　　秀平

8：00～8：40
モーニングセミナー1
㈱モルテン

9：20～10：20
保存的治療Ⅰ
098～104
座長：菅原　　啓

12：00～13：00
ランチョンセミナー14
テルモ・ビーエスエヌ㈱

13：30～14：20 
保存的治療Ⅱ
105～110
座長：福積　　聡

14：30～15：20
保存的治療Ⅲ
111～116
座長：上里　　博

15：30～16：20
保存的治療Ⅳ
117～122
座長：立花　隆夫

8：00～8：40
モーニングセミナー2
ネスレ日本㈱

9：20～10：20
予防環境整備Ⅳ
123～129
座長：南　由起子

12：00～13：00
ランチョンセミナー15
マルホ㈱

13：30～14：10
予防環境整備Ⅴ
130～134
座長：河合　修三

14：20～15：10
褥瘡とQOLⅠ
135～140
座長：梶西ミチコ

15：20～16：10
褥瘡とQOLⅡ
141～146
座長：佐藤　　文
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301 302 303 304

幕張メッセ　国際会議場３階

展示ホール８

幕張メッセ

第８会場 第９会場 第10会場 第11会場 展示・ポスター会場

9：20～10：20
機器・用具Ⅱ
147～153
座長：米田　隆志

12：00～13：00
ランチョンセミナー16
スリーエム  ヘルスケア㈱

13：30～14：30
機器・用具Ⅲ
154～160
座長：神崎　憲雄

14：40～15：20
栄養ケア・口腔ケアⅡ
161～165
座長：秋山　和宏

15：30～16：20
栄養ケア・口腔ケアⅢ
166～170，196
座長：山中　英治

9：20～10：20
教育・医療経済Ⅰ
171～177
座長：松井　優子

12：00～13：00
ランチョンセミナー17
日本シャーウッド㈱

13：30～14：20
教育・医療経済Ⅱ
178～183
座長：石澤美保子

14：30～15：20 
教育・医療経済Ⅲ
184～189
座長：紺家千津子

15：30～16：20
その他Ⅲ
190～195
座長：伊藤美智子

9：20～10：00 
栄養ケア・口腔ケアⅠ
197～200
座長：足立香代子

13：30～14：20 
基礎Ⅰ
201～206
座長：館　　正弘

14：30～15：20 
基礎Ⅱ
207～212
座長：樋口　浩文

15：30～16：10 
基礎Ⅲ
213～217
座長：磯貝　善蔵

9：00～9：30
その他Ⅰ
P-051～P-056
座長：安楽　邦明

9：30～10：00
その他Ⅱ
P-057～P-062
座長：加納　宏行

10：00～10：40
その他Ⅲ/在宅治療Ⅰ
P-063～P-070
座長：藤本由美子

13：30～14：10
予防環境整備Ⅰ
P-071～P-078
座長：久徳　茂雄

14：10～14：45
予防環境整備Ⅱ
P-079～P-085
座長：河合　勝也

14：50～15：25
予防環境整備Ⅲ
P-086～P-092
座長：大村　裕子

9：00～9：30 
医療体制Ⅰ
P-093～P-098
座長：本田　耕一

9：30～10：00
医療体制Ⅱ
P-099～P-104
座長：鈴木　　定

10：00～10：30
医療体制Ⅲ
P-105～P-110
座長：藤岡　正樹

13：30～14：05
医療体制Ⅳ
P-111～P-117
座長：山本由利子

14：10～14：40
保存的治療Ⅲ
P-118～P-123
座長：中川　宏治
14：40～15：10
保存的治療Ⅳ
P-124～P-129
座長：橋川　和信

9：00～9：30
褥瘡とQOLⅠ
P-130～P-135
座長：稲田　浩美
9：30～9：55
褥瘡とQOLⅡ
P-136～P-140
座長：石川眞里子

10：00～10：35 
栄養ケア・口腔ケアⅠ
P-141～P-147
座長：野田　康弘

13：30～14：05
栄養ケア・口腔ケアⅡ
P-148～P-154
座長：髙﨑　美幸

14：10～14：35
外科的治療Ⅰ
P-155～P-159
座長：三枝　紀子
14：40～15：05
外科的治療Ⅱ
P-160～P-164
座長：漆舘　聡志

15：30～16：30
ポスター撤去



第 12 回日本褥瘡学会学術集会日程

第１日：８月20日（金)

〔第１会場〕

8：45〜9：00

開会式

9：00〜9：30

会長講演

司会：宮地 良樹 京都大学大学院医学研究科 皮膚病態学

これからの褥瘡ケア −QOLを保証するための専門職の役割−

淑徳大学看護学部 看護学科成人看護学 田中 秀子……………247

9：30〜10：30

研究助成・大塚Grant 発表

司会：立花 隆夫 滋賀医科大学 皮膚科

増殖因子カクテル療法による難治性皮膚創傷治療およびその質的改善に関する研究

群馬大学大学院医学系研究科 皮膚科学 安部 正敏……………343

再生医療・創傷治癒に向けた生体内酸素環境設計の検討

東京大学大学院 医学系研究科 佐野 仁美ほか１名…344

褥瘡の肉芽色の臨床定量法の開発 ―デジタルカメラを用いた画像解析法の信頼性および妥当性の検証

東京大学大学院医学系研究科 老年看護学／創傷看護学分野 飯坂 真司ほか10名…345

滲出液グルコース濃度で褥瘡感染を同定できるか

東京大学大学院医学系研究科 健康科学・看護学専攻老年看護学／創傷看護学分野

浅田 真弓ほか 7名…346

10：30〜11：30

招待講演１

司会：真田 弘美 東京大学大学院医学系研究科 健康科学・看護学専攻老年看護学分野

Pain in chronic wounds-the challenge of assessment and measurement of pain in quality of life research

Glasgow University, Scotland Professor Christine Moffatt CBE……………249
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12：00〜13：00

ランチョンセミナー１

「楽々シンプルなポジショニング −新素材クッションとのコラボレーション−」

田中マキ子（山口県立大学大学院 健康福祉学研究科）

司会：田中 秀子（淑徳大学看護学部 看護学科成人看護学）

株式会社モルテン

13：30〜14：20

総会

14：30〜16：00

シンポジウム 1

司会：東口 髙志 藤田保健衛生大学 外科・緩和医療学講座

松原 康美 北里大学東病院 看護部

褥瘡対策 ―緩和ケアはキュアからケア，そしてQOLの向上へ

S1-1 体動困難ながん性疼痛に対する疼痛治療

癌研究会有明病院 麻酔科・ペインクリニック 服部 政治……………263

S1-2 褥瘡患者のトータルペインに対するケア

JA愛知厚生連江南厚生病院 祖父江正代……………265

S1-3 褥瘡患者の局所環境の整備

大阪赤十字病院 看護部 安藤 嘉子……………266

S1-4 褥瘡患者の看取りのケア −在宅緩和ケアの現場から−

医療法人社団修生会さくさべ坂通り診療所 大岩 孝司……………267

16：00〜17：30

特別企画

司会：市岡 滋 埼玉医科大学 形成外科

渡邊千登世 さいたま市立病院 看護部

褥瘡・創傷ケアで病院が損をしないために

特別企画-1 医療費，病院経営のしくみ

高崎健康福祉大学健康福祉学部 医療情報学科 木村 憲洋……………325

特別企画-2 褥瘡・創傷ケアのコストマネジメント

健和会大手町病院 形成外科 石井 義輝……………326

特別企画-3 褥瘡の治療戦略

庄内余目病院 野末 睦……………327
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〔第２会場〕

12：00〜13：00

ランチョンセミナー２

「症例から学ぶ慢性創傷とのつきあい方 −私がこの治療剤/材を選ぶ理由」

小浦場祥夫（カレスサッポロ時計台記念病院 形成外科・創傷治療センター，

北海道大学大学院医学研究科 形成外科）

司会：溝上 祐子（（社）日本看護協会看護研修学校 認定看護師教育課程）

スミス・アンド・ネフューウンドマネジメント株式会社

14：30〜15：30

教育講演 1

司会：石川 治 群馬大学医学部附属病院 皮膚科

褥瘡と鑑別すべき皮膚疾患

群馬大学大学院医学系研究科 皮膚科 永井 弥生……………253

15：30〜16：30

教育講演３

司会：鳥居 修平 椙山女学園大学 看護学部

難治性皮膚潰瘍の治療に使用する人工皮膚

北里大学医療衛生学部 人工皮膚研究開発センター 黒柳 能光……………255

16：30〜17：30

教育講演４

司会：高橋 愼一 東京歯科大学市川総合病院 皮膚科

褥瘡の評価・DESIGN-R の活用

秋田大学医学部附属病院 看護部 小玉 光子……………256

〔第３会場〕

9：30〜10：15

実態調査委員会

司会：須釜 淳子 金沢大学医薬保健研究域保健学系 臨床実践看護学講座

第２回日本褥瘡学会実態調査報告（中間報告）

日本褥瘡学会実態調査委員会 武田 利明ほか８名…337
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12：00〜13：00

ランチョンセミナー３

「ドレッシング材の材質と滲出液の性状」

松崎 恭一（川崎市立多摩病院 形成外科）

司会：貴志 和生（慶應義塾大学医学部 形成外科学教室）

コンバテック ジャパン株式会社

14：30〜15：30

教育講演２

司会：徳永 惠子 宮城大学 看護学部

からだと心 −患者中心の医療へのヒント

元・国立障害者リハビリテーションセンター研究所 南雲 直二……………254

15：30〜17：00

シンポジウム３

司会：大村 健二 山中温泉医療センター

中條 俊夫 医療法人財団青葉会青葉病院

栄養介入は創傷治癒を促進させる

S3-1 栄養介入は創傷治癒を促進させる（厚労省長寿科学研究：RCTによる立証）

医療法人社団廣仁会褥瘡・創傷治癒研究所 北海道大学名誉教授 大浦 武彦……………277

S3-2 褥瘡治癒における優先すべき栄養管理

せんぽ東京高輪病院 栄養管理室 足立香代子……………278

S3-3 栄養でよくなった褥瘡症例報告

独立行政法人労働者健康福祉機構福島労災病院 栄養サポートセンター 田村佳奈美……………279

S3-4 栄養介入で経過良好となった褥瘡症例

特定医療法人原土井病院 内科 下田 雅子……………280

S3-5 在宅での栄養管理

医療法人社団守一会北美原クリニック 岡田 晋吾……………281

17：00〜17：45

職種別サテライトシンポジウム 私たちは褥瘡ケアで何ができるのか？ 〜円陣組んでみましょう〜

進行：足立香代子 せんぽ東京高輪病院 栄養管理室

１．栄養士……………335
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〔第４会場〕

9：30〜11：00

車椅子実践講座

司会：山名 敏子 東都医療大学ヒューマンケア学部 看護学科

車椅子実践講座１ 車いす −車いすの基礎から高齢者への車いすの対応−

医療法人社団永生会永生病院 リハビリテーション部 岩谷 清一ほか１名…329

車椅子実践講座２ クッション

国立障害者リハビリテーションセンター病院 リハビリテーション部

吉田由美子……………330

中村 優子

サポーター：医療法人社団永生会永生病院 リハビリテーション部 小原麻友美

12：00〜13：00

ランチョンセミナー４

いよいよ保険適用：難治性創傷に対する陰圧創傷治療システム

「局所陰圧閉鎖療法のメカニズム・基礎研究」

小川 令（日本医科大学 形成外科学教室）

「VAC治療システムの臨床」

大浦 紀彦（杏林大学医学部 形成外科学）

司会：市岡 滋（埼玉医科大学 形成外科）

ケーシーアイ株式会社

14：30〜17：30

WOC実践講座

……………331

司会：菅井亜由美 星ヶ丘厚生年金病院 皮膚・排泄ケア認定看護師

１．褥瘡を持つ患者の何を見る？ 褥瘡原因の観察（トレーニング）

川崎社会保険病院 皮膚・排泄ケア認定看護師 石濵 慶子

杏林大学医学部付属病院 皮膚・排泄ケア認定看護師 丹波 光子

聖マリアンナ医科大学病院 皮膚・排泄ケア認定看護師 野北 陽子

２．固定が難しい部位のドレッシング方法

大阪市立大学医学部附属病院 皮膚・排泄ケア認定看護師 松田 常美

大阪鉄道病院 皮膚・排泄ケア認定看護師 濵元 佳江

３．局所陰圧閉鎖療法

旭川医科大学病院 皮膚・排泄ケア認定看護師 日野岡蘭子

市立札幌病院 皮膚・排泄ケア認定看護師 佐藤 明代
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〔第５会場〕

9：30〜10：30

一般口演

機器・用具Ⅰ

座長：岡 博昭 笠岡第一病院 形成外科

001．VOCに配慮したクベース用ウレタンフォームマットレスの開発

日本小児ストーマ・排泄管理研究会 装具等検討委員会 佐々木貴代ほか８名…347

002．臨床における５ポイントの簡易体圧計の有効性について

東京大学医学部附属病院 小柳 礼恵ほか９名…347

003．踵部褥瘡に対する HEELIFT
Ⓡ
スムーズサスペンションブーツの有効性

函館中央病院 形成外科 高見麻衣子ほか５名…347

004．ずれ力緩衝性に優れた機能性軟質発泡体の開発

山口県立大学 看護栄養学部 田中マキ子ほか２名…347

005．褥瘡保護パッド「プロソフト
Ⓡ
」の効果の検討

医療法人原土井病院 内科 下田 雅子ほか６名…348

006．褥瘡ケアにおける保護パッド（プロソフト
Ⓡ
）活用の検討

倉敷平成病院 小山恵美子ほか６名…348

007．下肢の褥瘡予防におけるソフトフットウォーマーの有効性

昭和大学藤が丘病院 看護部 山下留美子ほか１名…348

12：00〜13：00

ランチョンセミナー５

QOLの維持拡大に貢献するマットレスの開発と運用

「体動を容易にする高機能エアマットレスの開発」

中條 俊夫（医療法人財団青葉会青葉病院）

「QOLを維持・拡大する背上げケアとマットレスの運用」

石津こずゑ（聖隷浜松病院 皮膚・排泄ケア認定看護師）

司会：中條 俊夫（医療法人財団青葉会青葉病院）

パラマウントベッド株式会社

14：30〜16：00

シンポジウム 2

司会：古田 勝経 独立行政法人国立長寿医療研究センター 薬剤部 臨床研究・治験推進部

高齢者薬物治療研究室

館 正弘 東北大学大学院医学系研究科外科病態学講座 形成外科学分野
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多職種による褥瘡ケアの実践 〜日本褥瘡学会認定師制度の活用〜

S2-1 日本褥瘡学会認定師制度の趣旨と認定までの流れ

独立行政法人国立長寿医療研究センター 薬剤部 臨床研究・治験推進部高齢者薬物治療研究室

古田 勝経……………269

S2-2 多職種による褥瘡ケアの実践 形成外科の立場から

杏林大学医学部 形成外科 大浦 紀彦……………270

S2-3 多職種による褥瘡ケアの実践 〜皮膚科医〜

皮フ科シュウゾー 河合 修三……………271

S2-4 多職種による褥瘡ケアの実践 〜看護師〜

（財）仙台市医療センター仙台オープン病院 看護部 片岡ひとみ……………272

S2-5 多職種による褥瘡ケアの実践 〜薬剤師〜

碧南市民病院 薬剤部 永田 実……………273

S2-6 多職種による褥瘡ケアの実践 〜日本褥瘡学会認定師（栄養士）制度の活用〜

人間総合科学大学人間科学部 健康栄養学科 白石 弘美……………274

S2-7 褥瘡予防・管理のための理学療法

神戸大学大学院 保健学研究科 杉元 雅晴……………275

症例提示 東京医科大学病院 薬剤部 関根 祐介

〔第６会場〕

9：30〜10：30

一般口演

予防環境整備Ⅰ

座長：青木 和恵 静岡県立静岡がんセンター 看護管理室

008．当院における Heelift
Ⓡ
を用いた踵部褥瘡の予防法の検討

新日鐵広畑病院 形成外科 岩谷 博篤ほか５名…348

009．身体左側のみに褥瘡を生じた症例とその対策

医療法人社団千春会千春会病院 筒井 哲也……………349

010．術後褥瘡発生予防に対して，レンタルにて対応した体圧分散マットレスの使用経験

国家公務員共済組合連合会広島記念病院 森本 純子ほか４名…349

011．地域に OHスケールの導入を試みるために −在宅褥瘡患者の実態調査から−（第１報）

千葉県立佐原病院 訪問看護室 阿蒜ひろ子ほか６名…349

012．褥瘡リスクアセスメント能力向上を目指して

町立南伊勢病院 里中 千加……………349

013．体圧分散マットレス保有数の実態調査 −平成 14 年と 21 年の比較−

岩手医科大学 形成外科 本多 孝之ほか３名…350

014．当院整形外科病棟での股関節手術患者への褥瘡対策 〜疼痛コントロールに着目して〜

大阪厚生年金病院 看護部 加藤 幸子ほか３名…350
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12：00〜13：00

ランチョンセミナー６

クリティカルケアにおける褥瘡対策

「クリティカルケアの現場を知る −体位管理を中心に−」

卯野木 健（聖路加看護大学 成人看護学分野）

「循環器疾患における褥瘡ハイリスク患者ケア」

中屋 貴子（国立循環器病センター 皮膚・排泄ケア認定看護師）

司会：真田 弘美（東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻老年看護学分野）

株式会社ケープ

14：30〜15：30

一般口演

予防環境整備Ⅱ

座長：安部 正敏 群馬大学大学院医学系研究科 皮膚病態学

015．褥瘡ハイリスク患者ケア加算対象患者と対象外の患者における褥瘡発生要因の検討

群馬大学医学部附属病院 看護部 松井佐知子ほか４名…350

016．当院の褥瘡回診で関わった超高齢者（90歳以上）症例の検討

医療法人社団清和会笠岡第一病院 栄養管理科 中野 僚子ほか10名…350

017．急性期病院における褥瘡管理

社会医療法人緑壮会金田病院 褥瘡対策委員会 山名 順子ほか９名…351

018．ウレタンフォームマットレスのヘタリと体圧増加割合の関係〜当院標準使用マットレスの劣化調査〜

永寿総合病院 松尾 晴美……………351

019．褥瘡ケアにおけるリスクマネジメント −「生活の場」における「高リスク」者の環境調整アプ

ローチ−

（福）東京有隣会第２有隣ホーム 新田 淳子……………351

020．抗真菌薬含有洗浄剤による環境改善のスキントラブル予防への有用性

特定医療法人順和長尾病院 褥瘡対策チーム 緒方みゆきほか３名…351

021．看護業務時間分析によって長期人工呼吸中の褥瘡ケアが効率化された

特定医療法人平成会井上病院 看護部 山西裕美子……………352

16：10〜17：10

一般口演

予防環境整備Ⅲ

座長：上村 哲司 佐賀大学医学部 形成外科

022．弾性ストッキングと皮膚トラブル援助方法の開発に向けた予備調査

財団法人星総合病院 整形外科病棟 本田 圭ほか５名…352
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023．脊髄損傷者においての便座クッションによる除圧効果

独立行政法人労働者健康福祉機構吉備高原医療リハビリテーションセンター

リハビリテーション科 赤澤 壮介ほか２名…352

024．褥瘡予防効果を期待した一般病床用マットレス導入の検討

越谷市立病院 看護部 島田 美穂ほか４名…352

025．医療施設におけるポジショニングクッション使用に関する実態調査【第１報：クッション使用状況】

綜合病院山口赤十字病院 看護部 柳井 幸恵ほか４名…353

027．医療施設におけるポジショニングクッション使用に関する実態調査【第２報：クッション使用の満

足感】

山口県立大学大学院 健康福祉学研究科 田中マキ子ほか４名…353

026．片麻痺の車いす座位に着目した褥瘡予防

特定医療法人順和長尾病院 リハビリテーション部 豊田 聡子ほか５名…353

028．踵部の褥瘡予防を目指して −体圧分散マットレスの種類別における

踵部の体圧測定からみた一検討−

都城市郡医師会病院 集中治療室 上之園ちえみほか４名…353

〔第７会場〕

9：30〜10：30

一般口演

医療体制Ⅰ

座長：上出 良一 東京慈恵会医科大学附属第三病院 皮膚科

029．当院の体圧分散寝具の選択の現状と課題 〜アンケート調査と OHスケールを使用しての評価〜

医療法人社団井口会総合病院落合病院 看護部 森木富美枝ほか２名…354

030．OHスケールを導入した褥瘡危険因子評価の状況と効果

北里大学北里研究所メディカルセンター病院 看護部 岡田 和子……………354

031．褥瘡対策チーム（PUT）と栄養サポートチーム（NST）を兼任した薬剤師の活動経験

上越地域医療センター病院 薬剤科 宮川 哲也ほか１名…354

032．当院における褥瘡対策チームの効果

結核予防会大阪府支部大阪病院 看護部 加藤 美幸ほか５名…354

033．施設の垣根を越えたチーム医療を行って 〜病院・老健・クリニックでの合同褥瘡回診〜

松原徳洲会病院 栄養科 片岡有美子ほか６名…355

034．重症心身障害児（者）施設における褥瘡対策の検証 〜施設開設から５年を経て〜

山王リハビリ・クリニック 速水 聰ほか１名…355

035．褥瘡外来開始後の受診患者の動向について

彦根市立病院 看護部 北川 智美ほか２名…355
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12：00〜13：00

ランチョンセミナー７

シーティングによる褥瘡予防

「圧分布測定と座位姿勢評価・モジュラー車いす，ティルトリクライニング車いすの使い方」

木之瀬 隆（日本医療科学大学 保健医療学部）

司会：川上 重彦（金沢医科大学 形成外科学教室）

株式会社ユーキトレーディング／株式会社ハートウェル

14：30〜15：30

一般口演

医療体制Ⅱ

座長：塚田 邦夫 高岡駅南クリニック

036．服薬アドヒアランスの低下を起こした褥瘡患者における服薬指導のあり方

彦根市立病院 薬剤部 河崎 一久ほか４名…355

037．褥瘡治療に長期入院を要した症例の検討

聖隷浜松病院 褥瘡対策委員会 高柳 健二ほか10名…356

038．急性期病院における DESIGN-Rからみた褥瘡回診の効果

国保直営総合病院君津中央病院 看護局 中島香寿代ほか10名…356

039．褥瘡対策の充実に向けて 〜予防に特化したチームの役割と今後の課題〜

沼田脳神経外科循環器科病院 褥瘡対策委員会 茂木淳之介ほか２名…356

040．退院調整チームによる褥瘡の手術療法を受けた患者への介入

埼玉医科大学附属病院 看護部 古川美也子ほか６名…356

041．当院における褥瘡と NSTとの協働に対する評価と今後の課題

東京大学医学部附属病院 看護部 佐々木早苗ほか３名…357

042．重症褥瘡（潰瘍）をどこで診る? 〜褥瘡（潰瘍）ターミナルを取り巻く問題点〜

国立病院機構姫路医療センター 形成外科 野村 正ほか３名…357

16：10〜17：00

一般口演

医療体制Ⅲ

座長：黒川 正人 宝塚市立病院 形成外科

043．褥瘡治療に多職種が関わる有用性について

国立病院機構西群馬病院 荒木 玲子ほか６名…357

044．人工呼吸センターにおける褥瘡対策５年間の成果

特定医療法人平成会井上病院 人工呼吸センター 福田 正人……………357

045．「持ち込み褥瘡」から「持ち帰り褥瘡」への動向から考える今後の課題

大阪府済生会吹田病院 看護部 間宮 直子ほか５名…358
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046．DESIGN-Rを検証して

特定医療法人新生病院 ２階病棟 九島 京子ほか２名…358

047．病院から地域への褥瘡ケア継続の重要性 〜褥瘡治癒を目指して〜

医療法人天神会新古賀病院 古賀 明子ほか６名…358

048．褥瘡治療の地域連携システム −地域密着型病院と高機能病院の役割−

吉川内科小児科病院 吉川 昌男ほか１名…358

〔第８会場〕

9：30〜10：30

一般口演

在宅医療Ⅰ

座長：中村 義徳 天理よろづ相談所在宅世話どりセンター

049．介護職のできる褥瘡ケアと「医行為」について

たかせクリニック 鳥谷部俊一……………359

050．在宅褥瘡患者の実態調査

船橋南部在宅療養研究会 小林 千夏ほか９名…359

051．在宅療養を強く望んだ癌終末期にある患者の褥瘡ケア −訪問看護師との連携により褥瘡が軽症化

した１症例

国保直営総合病院君津中央病院 看護局 中島香寿代ほか１名…359

052．在宅褥瘡患者と家族の思い −ある母娘を通して学んだこと−

高岡駅南クリニック 山田 美雪ほか５名…359

053．地域に褥瘡ゼロを目指して −在宅褥瘡患者の実態調査から−（第２報）

香取認知症ケアを考える会 助川未枝保ほか６名…360

054．褥瘡外来で長期経過を要した３事例

JA 愛知厚生連知多厚生病院 褥瘡外来看護部 宮本 昌子ほか１名…360

055．閉塞性動脈硬化症を伴った褥瘡患者の在宅退院への援助 〜家族の介助量軽減を目指し連携強化を

図った１事例〜

養生会かしま病院 看護部 國井 友輝ほか10名…360
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12：00〜13：00

ランチョンセミナー８

褥瘡治療・予防の新しい試み 〜プロソフト
Ⓡ
（創保護パッド）の使用経験〜

「プロソフトが生まれるまでの経緯」

大浦 武彦（医療法人社団廣仁会褥瘡・創傷治癒研究所 北海道大学名誉教授）

司会：橋本 公二（愛媛大学医学部 皮膚科学教室）

症例報告：畑 美津子（原土井病院看護部 皮膚・排泄ケア認定看護師）

小山恵美子（倉敷平成病院 看護部師長）

天野富士子（札幌西円山病院 看護部師長）

ニチバン株式会社

14：30〜15：20

一般口演

在宅医療Ⅱ

座長：前川 厚子 名古屋大学医学部保健学科 地域在宅看護学

056．訪問看護在宅褥瘡予防管理師の関わりにおける巨大褥瘡改善の１症例

医療法人明和病院 訪問看護センター明和 中島 淳美ほか１名…360

057．訪問介護士が抱える在宅褥瘡予防治療における問題点

彦根市立病院 北川 智美……………361

058．名古屋市北東部における在宅褥瘡訪問診療の経験

ほんべ眼科 在宅褥瘡診療部 堀田 由浩……………361

059．褥瘡外来における課題と今後の取り組み 〜褥瘡治療の短期入院システム〜

JA 愛知厚生連知多厚生病院 褥瘡外来看護部 近藤 貴代ほか１名…361

060．持ち込み褥瘡症例から考える在宅褥瘡予防についての一考察

青森県立中央病院 看護管理室 木村かおりほか２名…361

061．ラップ療法・開放性湿潤療法（OpWT）による在宅褥瘡ケアマニュアル（2011 年版）

たかせクリニック 鳥谷部俊一……………362

16：30〜17：30

職種別サテライトシンポジウム 私たちは褥瘡ケアで何ができるのか？ 〜円陣組んでみましょう〜

進行：関根 祐介 東京医科大学病院 薬剤部

２．薬剤師……………335
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〔第９会場〕

9：30〜10：20

一般口演

コンピュータによる褥瘡管理/その他Ⅰ

座長：永野みどり 千葉大学大学院 看護学科

062．当院における褥瘡対策システムの整備 −「褥瘡ハイリスク患者ケア加算」開始に伴う改善−

名古屋市立大学病院 看護部 中尾 敦子ほか３名…362

063．多部門連動型コンピュータアシストシステムの運用とその実際

〜褥瘡・栄養・口腔管理チームの連携〜

市立函館病院 看護局 水木 猛夫ほか 8名…362

064．ご遺体の創傷ケア

地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター 看護部 小林 陽子ほか１名…362

065．褥瘡管理におけるComa Blisterへの対応 −仙骨部に水疱を発生した３症例での検討−

近大姫路大学 看護学部 三木 佳子ほか１名…363

066．月単位における褥瘡発生率の推移 〜当院の特徴〜

医療法人天神会新古賀病院 看護部 石橋理津子……………363

067．当院の救命救急センターにおける持ち込み褥瘡患者の現状と褥瘡対策チームの課題

医療法人渓仁会手稲渓仁会病院 看護部 加藤 瞳ほか２名…363

12：00〜13：00

ランチョンセミナー９

「〜ズレ・摩擦が及ぼす褥瘡への影響と用具の活用〜」

加島 守（高齢者生活福祉研究所 所長）

司会：徳永 惠子（宮城大学大学院 看護学研究科）

ラックヘルスケア株式会社

14：30〜15：20

一般口演

その他Ⅱ

座長：中川ひろみ 日本看護協会看護部研修学校 皮膚・排泄ケア学科

068．介護老人保健施設における褥瘡症例の検討

医療法人恒和会牛田バラ苑 夜陣 紘治ほか２名…363

069．当院で DTIと観察された症例の経過報告

財団法人脳神経疾患研究所附属総合南東北病院 看護部 柴崎 真澄ほか５名…364

070．色素性乾皮症Ａ群患者に発生した足部褥瘡の１例

神戸大学医学部附属病院 褥瘡グループ 江尻 浩隆ほか５名…364
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071．非がん終末期患者の褥瘡発生要因の検討

高松赤十字病院 褥瘡対策委員会 山本由利子ほか７名…364

072．複数の褥瘡を形成したウェーバークリスチャン病患者の１例

神戸掖済会病院 ７階北病棟 岩本 幸子ほか１名…364

073．がん専門病院における褥瘡ハイリスク患者ケア加算導入後の終末期褥瘡の発生状況の分析

癌研究会有明病院 医療支援センター 石川加奈子ほか１名…365

16：30〜17：30

職種別サテライトシンポジウム 私たちは褥瘡ケアで何ができるのか？ 〜円陣組んでみましょう〜

進行：廣瀬 秀行 国立障害者リハビリテーションセンター研究所

３．リハビリテーション専門職（理学療法士，作業療法士，義肢装具士，言語聴覚士等）……………335

〔第 10 会場〕

9：30〜10：20

一般口演

外科的治療Ⅰ

座長：柵瀨信太郎 聖路加国際病院 外科

074．踵褥瘡に対するWound bed preparation −人工真皮貼付と PAT（Perifascial Areolar Tissue）移

植の比較−

医誠会病院 形成外科美容外科創傷治療センター 三宅ヨシカズほか２名…365

075．局所麻酔下に行う褥瘡閉鎖術 −限界への挑戦−

宝塚市立病院 形成外科 黒川 正人ほか４名…365

076．当院における褥瘡の外科的治療に対する検討

市立室蘭総合病院 形成外科 石崎 力久ほか７名…365

077．遅発性仙骨部放射線骨壊死に対する穿通動脈皮弁による再建

福岡山王病院 形成外科 小坂 正明ほか２名…366

078．尾骨部褥瘡から発症した壊死性筋膜炎

群馬大学 皮膚科 岡田 悦子ほか３名…366

079．ポケットを有する褥瘡に対する低侵襲治療

会津中央病院 形成外科 石井 暢明ほか１名…366

14：30〜15：20

一般口演

外科的治療Ⅱ

座長：茂木 定之 安田女子大学 薬学部

080．閉塞性動脈硬化症のある踵部褥瘡への遊離皮弁移植

天心堂へつぎ病院 吉田 周平……………366
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081．多合併症を持つ重度褥瘡・難治性潰瘍に対する持続陰圧洗浄療法と低侵襲手術を用いた治療

大分三愛メディカルセンター 形成外科 浜田 裕一ほか５名…367

082．大臀筋壊死を伴う大きな褥瘡の再建方法の経験

池友会新小文字病院 木股 完仁ほか２名…367

083．「ずれは皮膚軟部組織の柔軟性と抵抗性に左右される」 〜仙骨上の瘢痕周辺に生じた褥瘡の経験か

ら〜

福岡山王病院 形成外科 小坂 正明ほか２名…367

084．座骨部褥瘡の手術結果，予後を左右する要因について

市立岸和田市民病院 形成再建外科 久徳 茂雄ほか５名…367

085．褥瘡に対するプロペラ皮弁法の適用

日本医科大学付属病院 形成外科 石井 暢明ほか３名…368

16：10〜17：00

一般口演

外科的治療Ⅲ

座長：寺師 浩人 神戸大学医学部附属病院 形成外科

086．褥瘡手術患者に対する多職種連携の試み

千葉大学医学部附属病院 リハビリテーション部 今井正太郎ほか６名…368

087．当院の坐骨部褥瘡手術周術期管理におけるクリニカルパス

名古屋第一赤十字病院 形成外科 森下 剛ほか３名…368

088．仙骨部褥瘡に遊離分層植皮術が有効であった症例

昭和大学横浜市北部病院 形成外科 小原 英里ほか９名…368

089．ポケットを有する褥瘡に対する seton 法の応用

藤田保健衛生大学 医学部外科・緩和医療学講座 定本 哲郎ほか８名…369

090．褥瘡から生じた非クロストリジウム性ガス壊疽の検討

北海道大学医学部 形成外科 村尾 尚規ほか３名…369

091．難治性坐骨部褥瘡３症例の検討

市立小野市民病院 形成外科 藤井 美樹ほか２名…369

〔第 11 会場〕

9：30〜10：20

一般口演

リハビリテーション

座長：飛松 好子 国立障害者リハビリテーションセンター病院

092．回復期リハビリテーション病棟としての褥瘡予防対策への取り組み −装具装着者へのチェックリ

ストの活用−

倉敷平成病院 藤原 恵ほか６名…369
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093．直流微弱電流刺激が褥瘡に対して与える効果 − single case実験法に基づく臨床研究−

神戸大学大学院 保健学研究科博士前期課程 本田 寛人ほか７名…370

094．不安神経症患者の QOLを維持しながら褥瘡改善が認められた一症例

医療法人社団永生会永生病院 リハビリテーション部 横山 佳祐ほか１名…370

095．半腹臥位療法と手術療法を併用した仙骨部褥瘡患者の治療経験

八尾徳洲会総合病院 医局 吉本 聖ほか３名…370

096．重度の変形・関節拘縮がある重症心身障害者における，ポジショニングクッションの有効性につい

て

千葉県千葉リハビリテーションセンター リハビリテーション療法部

根岸 理絵ほか１名…370

097．巨大褥瘡に理学療法士は何をすべきか? 〜回復期リハ病棟でのリハ遅出業務（入浴）に着目して〜

医療法人養和会養和病院 リハビリテーション課 土中 伸樹ほか４名…371

14：30〜17：30

WOC実践講座 中継㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀331

〔展示・ポスター会場〕

14：30〜15：10

リハビリテーション

座長：田中 康之 千葉県千葉リハビリテーションセンター 地域支援室

P-001．褥瘡に対する電気刺激療法の有用性

三州会大勝病院 リハビリテーション部物理療法室 岩元 英輔……………372

P-002．頸髄損傷者に生じた両肘頭部褥瘡の一例

埼玉県総合リハビリテーションセンター 理学療法科 杉山 真理ほか３名…372

P-003．巨大褥瘡患者の離床に向けたシーティングの取り組み

聖隷横浜病院 リハビリテーション室 田中 雅美ほか１名…372

P-004．重度褥瘡患者に対し腹臥位療法を用いた１症例

医療法人徳洲会八尾徳洲会総合病院 褥瘡対策チーム 福井由香里ほか７名…372

P-005．重度褥瘡と嚥下障害を有する患者において体圧分散画像装置が有用であった一症例

大田市立病院 診療支援部リハビリテーションセンター 串崎 智章ほか10名…373

P-006．褥瘡治療におけるリハビリテーション科スタッフの介入が褥瘡治癒日数に及ぼす影響

愛知県厚生連足助病院 リハビリテーション科 後藤 俊介ほか５名…373

P-007．当院の褥瘡対策におけるリハビリテーション処方の現状

愛知県厚生連足助病院 リハビリテーション科 轟木 孝浩ほか５名…373

P-008．ポジショニングによる褥瘡対策

リハビリテーション天草病院 リハビリテーション部 小林由紀子ほか４名…373
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14：30〜15：05

機器・用具Ⅰ

座長：峯 龍太郎 豊見城中央病院 形成外科・顎顔面外科･美容外科

P-018．もっと手軽にデブリードマンを! リュウエル円のみ鉗子を使ってみよう

高木病院 宮原 誠ほか５名…376

P-019．静止型マットの耐用限界におけるリサーチ

（有）はっぴー小川 招 和暁ほか９名…376

P-020．踵部褥瘡に対するCPMの使用経験

金沢市立病院 リハビリテーション室 大坪 尚典ほか２名…376

P-021．ベッドアップ時のシーツの摩擦とズレ 〜BOXシーツの有効性を考える〜

公立学校共済組合東北中央病院 看護部 東海林明子ほか４名…377

P-022．ウレタンフォームマットレスの老朽化によるへたりと体圧分散効果減弱の検討

昭和大学横浜市北部病院 褥瘡対策委員会 薬局 山田 恭平ほか６名…377

P-023．高度の仙骨部骨突出部に発生した難治性褥瘡へ粘着スポンジパッドを活用した一症例

財団法人仙台市医療センター仙台オープン病院 淺野 歩美ほか５名…377

P-024．NICUにおけるマットレスの比較検討

社会保険群馬中央総合病院 生方真美子ほか７名…377

14：30〜15：05

保存的治療Ⅰ

座長：岡部 勝行 おかべ形成・整形外科クリニック

P-037．「うたたね肢位」で生じる顔面，手褥瘡の３例

（独）国立病院機構長崎医療センター 藤岡 正樹ほか１名…381

P-038．超音波を用いた褥瘡の治療経験

埼玉県央病院 佐藤 匠ほか10名…381

P-039．グリロイド 6C
Ⓡ
を用いた新規創傷被覆材の特性と検討

東京医科大学八王子医療センター 薬剤部 廣瀬 香織ほか５名…381

P-040．BLAKEシリコンドレーンを用いた持続吸引が奏効した仙骨部壊死性筋膜炎の１例

医療法人野中会東成病院 看護部 柳 恭子ほか２名…381

P-041．槌指治療装具により生じた手指褥瘡の一例

同愛記念病院 形成外科 長谷川宏美ほか１名…382

P-042．コストダウンに向けた院内製剤の作製

医療法人社団尾崎病院 鶴巻 由佳ほか２名…382

P-043．黄色期褥瘡に対するヨードコート軟膏の治療効果の検討

滋賀医科大学 皮膚科 立花 隆夫ほか３名…382
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15：10〜15：35

教育・医療経済Ⅰ

座長：大谷津恭之 佐久総合病院 形成外科

P-009．初めて重症褥瘡患者を受け入れて

医療法人医生ヶ丘クリニック 小野 茂美ほか１名…374

P-010．肛門周囲皮膚障害予防を目的とした皮膚保湿・洗浄クリームの導入 〜コスト削減効果を用いた

導入の提案〜

京都民医連第二中央病院 看護部 山際 正樹……………374

P-011．褥瘡発生の予防を目指した看護ケアの構築＜第２報＞

羽島市民病院 時吉 鈴美……………374

P-012．ポジショニングへの意識改革による患者ケアの向上を目指して

八王子消化器病院 看護部 北爪 雅美ほか５名…374

P-013．当院脳外科におけるブレーデンスケールの活用強化の有用性

市立室蘭総合病院 看護部 山本麻美子ほか７名…375

15：10〜15：45

機器・用具Ⅱ

座長：稲川 喜一 水島中央病院 形成外科

P-025．30 度側臥位保持に適したクッションの検討

岡山県立大学 保健福祉学部 森 將晏ほか１名…378

P-026．背上げ時における臀部の圧迫を軽減するクッションの臨床効果の検討

玉野総合医療専門学校 遠藤 明美ほか４名…378

P-027．足の血行促進に対する振動器（リラウェーブ）と足浴の比較検討

倉敷平成病院 桝田 茜ほか７名…378

P-028．手指褥瘡に対し使用した手袋型の除圧装具の工夫

愛知県厚生農業協同組合連合会豊田厚生病院 形成外科 川端 明子ほか２名…378

P-029．踵部の褥瘡対策

医療法人徳洲会 八尾徳洲会総合病院 看護部 松本 静香ほか９名…379

P-030．ポジショニングが困難な患者への特殊ビーズクッションの使用によるポジショニングの検討

和歌山県立医科大学附属病院 木村 智葉……………379

P-031．廃棄除圧マットの有効利用 −洗濯ネットを利用したポジショニングクッション作成−

今給黎総合病院 褥瘡管理課 下前百合香ほか９名…379

15：10〜15：45

保存的治療Ⅱ

座長：貝谷 敏子 東京大学大学院医学系研究科 健康科学・看護学

P-044．褥瘡回診で陰圧閉鎖療法を開始して

医療法人和同会宇部リハビリテーション病院 看護部 山中 定昭ほか４名…382
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P-045．当院で経験した重症褥瘡の一例

白河厚生総合病院 皮膚科 竹之下秀雄ほか７名…383

P-046．遷延性意識障害患者で繰り返しの尾骨部褥瘡がラップ療法で治癒した１例

自動車事故対策機構千葉療護センター 看護部 赤石眞由美ほか６名…383

P-047．Perforated Transparent Filmによる治療 〜仙骨部褥瘡と下痢〜

八尾徳洲会総合病院 褥瘡対策チーム 山本 倫数ほか９名…383

P-048．難治性褥瘡治療に対する褥瘡保護用パッドプロソフト
Ⓡ
の有効性の検討

医療法人厚生堂長崎病院 看護部 三吉奈美子ほか２名…383

P-049．ポケットのある難治性褥瘡に対する創傷管理

医療法人社団日高会日高病院 看護部 鈴木 絢子ほか２名…384

P-050．ラップ療法と従来法との使い分け 〜滲出液の性状，量に応じた被覆材のベストチョイス〜

三和会東鷲宮病院 循環器・血管外科 水原 章浩ほか４名…384

15：40〜16：00

教育・医療経済Ⅱ

座長：渡邊 成 川口市立医療センター 外科

P-014．患者と共に取り組むことのできた褥瘡ケアの１例

愛知県厚生連足助病院 看護科 大山 君代ほか５名…375

P-015．中堅看護師を対象とした「褥瘡ケア」学習会による教育効果について

神戸協同病院 師長室 森本 紀和ほか１名…375

P-016．星ヶ丘厚生年金病院における褥瘡公開研修会の意義と有用性

星ヶ丘厚生年金病院 看護部 松田 貴子ほか６名…375

P-017．院内教育におけるスキンケア研修導入の評価と課題

NTT東日本東北病院 ３階病棟 菅井 雅子……………376

15：50〜16：15

基礎

座長：木村 中 函館中央病院 形成外科

P-032．低酸素刺激および S1Pは HIF-1αを介して PAI-1 発現を増加させる：創部低酸素状態の病態へ

の関与

名古屋市立大学 病態解析学 藤井 聡ほか１名…379

P-033．殿裂粗造症 −殿裂部褥瘡のリスクファクター−

東京女子医科大学東医療センター 皮膚科 石崎 純子ほか３名…380

P-034．深部損傷褥瘡（DTI）の動物実験モデル作製に関する組織学的検討

山形大学医学部 看護学科 松田 友美ほか１名…380

P-035．皮膚創傷における浸軟の影響に関する組織学的研究

山形大学医学部 看護学科 桑原 一道ほか２名…380
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P-036．ヒト皮膚線維芽細胞の 3次元培養方法の検討 ―弾力のある実験モデル作製の試み―

滋賀医科大学 高田 直子ほか 1名…380
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第２日：８月21日（土)

〔第１会場〕

9：00〜10：30

シンポジウム４

司会：岡田 晋吾 北美原クリニック

溝上 祐子 日本看護協会看護研修学校 皮膚・排泄ケア学科

ラップ療法を行う上での工夫と課題

S4-1 ラップ療法を安全に行うために皮膚の声を聞こう

揖斐厚生病院 皮膚科 藤広満智子……………283

S4-2 看護師の視点によるラップ療法の実際と注意すべきケース

医療法人三和会東鷲宮病院 看護部 松原 恵みほか２名…284

S4-3 ラップ療法と既存標準治療比較試験から分かったこと

藤田保健衛生大学 医学部皮膚科学 松永佳世子……………285

S4-4 ラップ療法に対する１）基礎的効果，２）臨床的効果，治療成績および問題点

医療法人福友会介護老人保健施設はっ田 大西 山大……………286

特別発言 京都大学大学院医学研究科 皮膚病態学 宮地 良樹

10：40〜11：40

招待講演２

司会：森口 隆彦 川崎医療福祉大学 医療技術学部/感覚矯正学科

Current Status and Opportunities forWound Care Nurses：Education, Certification, and Responsibilities

Diector, Wound Ostomy Continence Nursing Education Center Dorothy Doughty…250

12：00〜13：00

ランチョンセミナー 10

「褥瘡と栄養：アルギニンの効果的な使用法」

美濃 良夫（阪和第一泉北病院 副院長）

司会：徳永 惠子（宮城大学 看護学部）

ネスレ日本株式会社
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13：30〜15：00

シンポジウム５

司会：美濃 良夫 阪和第一泉北病院

判澤 恵 京都橘大学看護研修センター

QOL向上を目指した栄養管理

S5 ガイドラインに示された栄養管理と問題点

阪和第一泉北病院 内科 美濃 良夫……………289

S5-1 栄養とリハビリテーション医療

厚生連海南病院 リハビリテーション科 飯田 有輝ほか１名…290

S5-2 食べる楽しみを大切にするために 〜口のリハビリテーションのすすめ〜

長崎リハビリテーション病院 栗原 正紀……………291

S5-3 QOLからみた TPNと PEGのメリット・デメリット

医療法人川崎病院 外科 井上 善文……………292

S5-4 QOLを重視した食のコーディネート

京都大学医学部附属病院 疾患栄養治療部 幣 憲一郎……………293

S5-5 褥瘡予防・治療における栄養管理と QOL

−看護師/皮膚・排泄ケア認定看護師（WOCN）の立場から−

岐阜大学医学部附属病院 生体支援センター 木下 幸子……………294

15：00〜16：30

コンセンサスシンポジウム２

司会：坪井 良治 東京医科大学 皮膚科

田中マキ子 山口県立大学大学院 健康福祉学研究科

褥瘡予防・治療ガイドライン改訂：アルゴリズム・CQの検討

CS2 褥瘡予防・管理ガイドライン改訂に向けて：アルゴリズム・CQの検討

学術教育委員会 ガイドライン改訂委員会……………313

CS2-1 １．局所療法（外用薬，ドレッシング材，外科的療法・物理療法，ラップ療法）

東京大学医学部附属病院 皮膚科 門野 岳史……………315

CS2-2 ２．全身療法

小林内科診療所 切手 俊弘……………315

CS2-3 ３．皮膚の観察・発生予測

金沢大学医薬保健研究域 保健学系 大桑麻由美……………316

CS2-4 ４．ケア（体圧分散ケア，スキンケア，リハビリテーション，患者教育，アウトカムマネジメント）

JA愛知厚生連江南厚生病院 祖父江正代……………316
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〔第２会場〕

9：00〜10：00

教育講演 5

司会：古田 勝経 独立行政法人国立長寿医療センター 薬剤部

褥瘡の栄養管理 サプリメントの使い方と問題点

宜野湾記念病院 リハビリテーション科 湧上 聖……………257

12：00〜13：00

ランチョンセミナー 11

創傷ケアの進化 2010

「次世代への創傷マネージメント」

市岡 滋（埼玉医科大学 形成外科）

「医療の質を上げるコスト感覚」

桑原 靖（埼玉医科大学 形成外科）

司会：古江 増隆（九州大学大学院医学研究院臨床医学部門 外科学講座皮膚科学分野）

アルケア株式会社／科研製薬株式会社

13：30〜14：30

教育講演６

司会：古江 増隆 九州大学大学院医学研究院臨床医学部門 外科学講座皮膚科学分野

スキンケア

国立病院機構東京病院 看護部 石川 環……………258

14：30〜15：30

教育講演８

司会：日髙 正巳 兵庫医療大学リハビリテーション学部 理学療法学科

圧再分配と看護技術

金沢大学医薬保健研究域保健学系 臨床実践看護学講座 須釜 淳子……………260

15：30〜16：30

教育講演９

司会：倉本 秋 高知医療再生機構

9-1 褥瘡創面からみたベストマッチングな薬物療法

国立長寿医療研究センター 薬剤部 古田 勝経……………261

9-2 外用薬の創面薬理学

金城学院大学 薬学部 野田 康弘……………262
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16：45〜17：00

閉会式

〔第３会場〕

9：00〜10：30

編集委員会講習会

司会：館 正弘 東北大学大学院医学系研究科外科病態学講座 形成外科学分野

研究デザイン

金沢大学医薬保健研究域保健学系 臨床実践看護学講座 須釜 淳子……………341

12：00〜13：00

ランチョンセミナー 12

患者視点の褥瘡ケア

「臨床における創部痛の認識，アセスメントとマネジメントの向上」

Christine Moffatt（Professor, Glasgow University, Scotland）

「褥瘡ケアに必要となるトータルペインマネジメントの視点」

祖父江正代（JA愛知厚生連江南厚生病院 がん看護専門看護師，皮膚・排泄

ケア認定看護師）

司会：波利井清紀（杏林大学医学部 形成外科）

メンリッケヘルスケア株式会社

13：30〜14：30

教育講演７

司会：中西 秀樹 徳島大学 医学部形成外科

当センターにおける座位保持装置作製

千葉県千葉リハビリテーションセンター 小児整形外科 染屋 政幸……………259

14：30〜15：30

倫理委員会講演

倫理委員会主催の講習会

「医学研究の科学性・倫理性向上に向けた “ルール” を考える」

司会：廣瀬 秀行 国立障害者リハビリテーションセンター研究所 福祉機器開発部

京都大学大学院医学系研究科 健康情報学 中山 健夫……………339
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15：30〜16：30

ワークショップ 2

司会：髙橋 誠 北海道大学大学院情報科学研究科 生命人間情報科学専攻生体システム工学講座

褥瘡対策用具の安全性について考える −圧力，ズレ，まさつ−

WS2-1 体圧分散寝具等の褥瘡対策用具に関連する医療制度・保険制度の要点整理と運用のポイント

日本医療器材工業会 創傷被覆材部会長

高水 勝……………321

WS2-2 体圧分散寝具の使用時に注意すること…圧迫−ずれ−摩擦の関係

芝浦工業大学 システム理工学部 米田 隆志……………322

WS2-3 看護の立場から −体圧分散寝具使用上の留意点−

近大姫路大学 看護学部 藤本由美子……………323

WS2-4 体圧分散寝具を安全に使用するために 〜へたりの見極め，消毒の実践，エアマットのセット

アップ〜

日本福祉用具・生活支援用具協会 床ずれ防止用具部会長/パラマウントベッド株式会社

田中 良……………324

〔第４会場〕

9：00〜10：30

ワークショップ 1

司会：木之瀬 隆 日本医療科学大学

ティルト機能車いす VSリクライニング車いす

WS1-1 ティルト機能付き車いすとリクライニング車いすの比較

日本医療科学大学 木之瀬 隆……………317

WS1-2 医療機関におけるティルト･リクライニング車いすの活用例

リハビリテーション天草病院 武田 太……………318

WS1-3 高齢者施設におけるティルト・リクライニング車いす活用例

社会福祉法人芳洋会特別養護老人ホーム 日の出ホーム 森谷 陽一……………319

13：30〜16：30

キネステティク実践講座（日本キネステティク研究会共催）

司会：徳永 惠子 宮城大学 看護学部

キネステティク概念を応用した褥瘡予防へのチャレンジ −地球で生きるということ−

宮城大学 看護学部 只浦 寛子……………333

宮城大学 看護学部 徳永 惠子
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実践講座サポーター：宮城大学看護認定スクール 角川 佳子

コンバテックジャパン株式会社 青木 詩恵

東北大学病院 看護部 高橋 真紀

山形市立病院済生館 看護部 多田千和子

コンバテックジャパン株式会社 増川美加子

〔第５会場〕

9：00〜10：30

コンセンサスシンポジウム１

司会：寺師 浩人 神戸大学医学部附属病院 形成外科

野口まどか 神戸大学医学部附属病院 看護部

褥瘡の手術適応の基準化と周術期管理方法の統一へ向けて（仙骨部STANDARDS-S：その１）

CS1-1 褥瘡の手術適応の基準化と周術期管理方法の統一化へ向けて 〜これまでの経緯

神戸大学医学部附属病院 形成外科 寺師 浩人……………307

CS1-2 坐骨部（STANDARDS-I）中間報告

神戸海星病院 形成外科 柳 英之……………308

CS1-3 褥瘡の手術適応の基準化と周術期管理方法の統一へ向けて（仙骨部） 〜STANDARDS-Sへ向

けてのアンケート調査

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科展開医療科学講座 形成再建外科学 田中 克己ほか10名…309

CS1-4 当院における仙骨部褥瘡手術の適応基準と周手術期管理

杏林大学医学部付属病院 看護部 丹波 光子……………311

12：00〜13：00

ランチョンセミナー 13

「褥瘡予防・治療における栄養管理と湿潤療法のシナジー(相乗)効果

〜キズにやさしい，おなかにやさしい，プレ・プロバイオティクスの可能性〜」

武内 有城（名古屋記念病院 副院長・外科部長）

司会：岡田 晋吾（医療法人社団守一会北美原クリニック）

株式会社クリニコ

13：30〜15：00

シンポジウム 6

司会：松崎 恭一 川崎市立多摩病院 形成外科

内藤亜由美 東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻 老年看護学／創傷看護学分野

褥瘡の局所管理：基本から最新まで
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S6-1 褥瘡の予防・管理に関する新しい看護技術への取り組み

医療法人全仁会倉敷平成病院 小山恵美子……………297

S6-2 創感染・クリティカルコロナイゼーションの非侵襲的アセスメント

東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻 老年看護学／創傷看護学分野

仲上豪二朗……………298

S6-3 デブリードマン：基本から最新技術

東京医科大学 形成外科 松村 一……………299

S6-4 局所陰圧閉鎖療法の実際

埼玉医科大学 形成外科 土屋 沙緒ほか１名…300

S6-5 皮膚科領域における局所療法：基礎から最新まで

群馬大学大学院医学系研究科 皮膚科学 安部 正敏……………301

15：00〜16：30

シンポジウム 7

司会：南 由起子 聖路加看護大学大学院

沼田 美幸 日本看護協会 政策企画部

褥瘡をめぐる急性期医療と在宅医療のコラボレーション

S7-1 褥瘡をめぐる急性期医療と在宅医療の連携 訪問看護師の立場から

ふたわ訪問看護ステーション 大桐四季子……………303

S7-2 急性期医療から在宅医療へ ―リハビリテーションの役割―

立正佼成会附属佼成病院 及川 雅博……………304

S7-3 褥瘡地域連携における療養型病院の役割

医療法人篠原湘南クリニック・クローバーホスピタル 鈴木 勇三……………305

S7-4 在宅医療から急性期医療へ 〜横浜市立大学との連携

ふくろ皮膚科クリニック 袋 秀平……………306

〔第６会場〕

8：00〜8：40

モーニングセミナー１

「全身体圧分布測定器を用いたポジショニング技術の看護教育について」

松尾 淳子（金沢大学医薬保健研究域保健学系 看護科学領域・臨床実践看護学講座）

司会：紺家千津子（金沢医科大学看護学部 成人看護学分野）

株式会社モルテン
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9：20〜10：20

一般口演

保存的治療Ⅰ

座長：菅原 啓 医療法人渓仁会定山渓病院 内科

098．改良した持続還流陰圧洗浄装置による褥瘡治療

埼玉県央病院 深井 孝郎ほか10名…385

099．DESIGN-Rの合計点を用いた褥瘡ケアに必要な日数の予測調査

愛知県厚生農業協同組合連合会足助病院 薬剤科 永田 治ほか５名…385

100．当院での「踵」褥瘡への取り組み（尿取りパットを使った手造りヒールパットの効果について）

大崎市民病院岩出山分院 褥瘡チーム 板垣 英雄……………385

101．当院における褥瘡の上皮化に対するアプローチ

大阪市立大学大学院医学研究科 皮膚病態学 中西 健史ほか３名…385

102．当院における褥瘡の上皮化に対するアプローチ その２

大阪市立大学医学部附属病院 看護部 松田 常美ほか３名…386

103．大転子の褥瘡にポケット切開せず，陰圧閉鎖療法およびクロマイ P軟膏充填で治癒した症例

三和会東鷲宮病院 看護部 小島かつ江ほか８名…386

104．「モイスキンパッド後ラップ療法」で治癒した多量の浸出液を伴う仙骨部巨大感染褥瘡の３例

医療法人紘友会福山友愛病院 精神科 宮村 和明ほか６名…386

12：00〜13：00

ランチョンセミナー 14

欧州最新動向 難治性潰瘍治療への挑戦

Challenges and Solutions in the Treatment of Hard-to-Heal Wounds

Trudie Young（RMN, RGN, DN）（Lecturer in Tissue Viability, Bangor University

The Chair of the Scientific Committee for European Pressure Ulcer Advisory Panel

（EPUAP））

司会：田中 秀子（淑徳大学看護学部 看護学科成人看護学）

テルモ・ビーエスエヌ株式会社

13：30〜14：20

一般口演

保存的治療Ⅱ

座長：福積 聡 帝京大学ちば総合医療センター 皮膚科・形成外科

105．滲出液の制御を目的とする外用薬の吸水性評価と吸水機構の考察

金城学院大学 薬学部 野田 康弘ほか１名…386

106．仙骨部巨大褥瘡の一例

九州大学病院 救命救急センター（CCU・ハイケア病棟） 権藤つかさほか７名…387
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107．持続灌流と陰圧閉鎖療法により改善が得られた難治性尾骨部褥瘡の１症例

長野県厚生連長野松代総合病院 看護部 丸山 聡美ほか４名…387

108．植皮後陰圧閉鎖療法と総合的な体位・排便・栄養・呼吸管理を行った重症仙骨部褥瘡の経験

KKR札幌医療センター斗南病院 看護部 逢坂 由似ほか８名…387

109．当院における陰圧閉鎖療法の工夫 〜穴あきポリエチレンの使用，吸引チューブの切れ込みおよび

創縁の管理〜

三和会東鷲宮病院 看護部 松原 恵みほか５名…387

110．術前の陰圧閉鎖療法が尾骨部骨破壊にまで至った褥瘡に効果的であった症例

君津中央病院 看護局 今野日登美ほか10名…388

14：30〜15：20

一般口演

保存的治療Ⅲ

座長：上里 博 琉球大学医学部 皮膚科学教室

111．肛門付近まで拡がった褥瘡に対して肛門パウチング，陰圧閉鎖療法，栄養管理等種々の工夫をした

２症例

三和会東鷲宮病院 循環器・血管外科 水原 章浩ほか６名…388

112．褥瘡ポケットに対するゴム輪結紮療法，より簡便な「穿刺法」

神戸協同病院 石川 靖二ほか６名…388

113．「モイスキンパッド」を適用した熱傷の２例

医療法人紘友会福山友愛病院 精神科 塔野由貴子ほか６名…388

114．深さ判定が不能の褥瘡は，どう経過していたか?

桐生厚生総合病院 皮膚科 岡田 克之ほか６名…389

115．ヨードホルムガーゼの壊死組織に対する効果の検討

国立長寿医療センター 薬剤部 溝神 文博ほか３名…389

116．シリコーンゲル粘着親水性ポリウレタンフォームドレッシングの使用経験

埼玉医科大学 形成外科 佐藤 智也ほか４名…389

15：30〜16：20

一般口演

保存的治療Ⅳ

座長：立花 隆夫 滋賀医科大学 皮膚科

117．皮膚保護パウダーを用いた褥瘡治療 −適応範囲を拡げて−

今給黎総合病院 形成外科 高木 信介ほか６名…389

118．間歇洗浄持続陰圧療法，間歇洗浄持続陰圧療法+ bFGF併用療法と洗浄軟膏治療との比較検討

熊本機能病院 形成外科 田邉 毅ほか１名…390

119．シリコンゲル付ポリウレタンフォームによる陰圧閉鎖療法の経験

高槻赤十字病院 形成外科 久徳 美樹ほか３名…390
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120．褥瘡におけるヨード・水溶性高分子軟膏（ヨードコート軟膏 0.9％）の細菌制御効果についての検討

福岡大学医学部 形成外科 大山 拓人ほか４名…390

121．円背・拘縮のある患者の難治性褥瘡の治癒過程を考察する

公立つるぎ病院 干場 紀子ほか２名…390

122．在宅持ち込み褥瘡の１症例

医療法人永仁会永仁会病院 看護部 石川奈津江ほか４名…391

〔第７会場〕

8：00〜8：40

モーニングセミナー２

「インスリン抵抗性とアルギニンの上手な使い方 〜糖尿病性潰瘍などの例を通じて〜」

吉田 貞夫（北中城若松病院 内科）

司会：真田 弘美（東京大学大学院医学系研究科 健康科学・看護学専攻老年看護学/

創傷看護学分野）

ネスレ日本株式会社

9：20〜10：20

一般口演

予防環境整備Ⅳ

座長：南 由起子 聖路加看護大学 大学院

123．拘縮による体位維持困難と痛みに対し，多職種との連携によって良好な経過をたどった褥瘡患者の

１事例

養生会かしま病院 看護部 中野 美沙ほか８名…391

124．ズレと摩擦除去への取り組み

千葉中央メディカルセンター 看護部 髙橋亜由美ほか５名…391

125．看護師の褥瘡発生に関与するバスタオル使用廃止の意識調査

十和田市立中央病院 看護局 木村 英子ほか１名…391

126．院内褥瘡発生の現状と褥瘡ハイリスクケア加算の影響について

公立七戸病院 西谷栄理子ほか２名…392

127．精神科若年患者の特異な褥瘡発生要因（第５報）：対照的な２例及び経験した全 19例の要因分析と

予防策

医療法人紘友会福山友愛病院 精神科 中村 摂子ほか６名…392

128．体圧分散ケアの充実に向けて携帯型接触圧力測定器を用いた体圧管理への取り組み

独立行政法人国立病院機構四国がんセンター 看護部 杉本はるみほか６名…392

129．大腿骨骨折術前に発生する踵部褥瘡対策について

彦根市立病院 看護部 林 さゆりほか２名…392
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12：00〜13：00

ランチョンセミナー 15

褥瘡治療の New Comers

「ヨウ素製剤をいかに使い分けるか？」

永井 弥生（群馬大学大学院医学系研究科 皮膚科学）

「創傷治癒促進外用薬をいかに使い分けるか？」

坪井 良治（東京医科大学 皮膚科）

司会：宮地 良樹（京都大学大学院医学研究科 皮膚病態学）

立花 隆夫（滋賀医科大学 皮膚科）

マルホ株式会社

13：30〜14：10

一般口演

予防環境整備Ⅴ

座長：河合 修三 皮フ科シュウゾー

130．集中治療室における背部バスタオル廃止に向けての取り組み

大阪市立総合医療センター 救命救急センター 戸田さおりほか４名…393

131．術中の褥瘡リスクについての検討

芳賀赤十字病院 看護部 中澤 貴代ほか１名…393

132．周術期の褥瘡発生予防の検討

独立行政法人国立病院機構北海道がんセンター 集中治療室 倉橋小夜子ほか２名…393

133．A病院における院内発生褥瘡患者の現状把握

岩手県立久慈病院 看護部 中野亜希子ほか２名…393

134．褥瘡保有者の病期別発生要因の分析

JA愛知厚生連江南厚生病院 スキンケア相談室 馬場 真子ほか 2名…394

14：20〜15：10

一般口演

褥瘡とQOLⅠ

座長：梶西ミチコ 福岡大学病院 褥瘡対策室

135．褥瘡が治癒したクロツフェルト・ヤコブ病患者２症例の褥瘡ケアを振り返る

川崎市立川崎病院 看護部 牛込 志乃ほか４名…394

136．麻薬使用と褥瘡発生の関連性の検討

札幌厚生病院 看護部 宮田 照美ほか１名…394

137．緩和ケア棟入院患者に対するエアマットの予防的使用の効果

独立行政法人国立病院機構南九州病院 栄養管理室 宮永 朋子ほか７名…394

第 12 回日本褥瘡学会学術集会日程― 230 ―



138．重症化したがん終末期褥瘡症例から今後の褥瘡対策チームの役割を考える

市立岸和田市民病院 看護局 加藤 裕子ほか 4名…395

139．悪臭と浸出液に対する軽減を目的としたカデックス軟膏の有用性

医療法人天神会古賀病院 21 谷川新太郎……………395

140．褥瘡の発生原因を検証する

永生病院 看護部 山口ほづみほか 1名…395

15：20〜16：10

一般口演

褥瘡とQOLⅡ

座長：佐藤 文 きちっとケアサポート きちっと居宅介護支援事業所

141．QOLを重んじた在宅褥瘡患者の一例

天理よろづ相談所病院 在宅世話どりセンター 吉田 道子ほか７名…395

142．癌終末期の褥瘡 ―一病棟における死亡例の検討を通して考える―

桐生厚生総合病院 看護部 金井 美紀ほか６名…396

143．尾骨のコブ状突出部に生じた難治性褥瘡に対し形成外科的処置と褥瘡対策チームの関わりで治癒に

至った一例

日本鋼管福山病院 西４病棟 福永 尚美ほか７名…396

144．日常生活自立度Ｂランクの坐骨部褥瘡患者における間歇的陰圧閉鎖療法の効果

秋田厚生連仙北組合総合病院 看護部 飛澤 貴子ほか１名…396

145．褥瘡を有する脊髄損傷者の褥瘡予防・ケアに関する退院支援と外来フォローの検討

村山医療センター 看護部 板倉 洋子ほか３名…396

146．褥瘡保有患者における痛みの調査

東葛クリニック病院 前川 知子ほか８名…397

〔第８会場〕

9：20〜10：20

一般口演

機器・用具Ⅱ

座長：米田 隆志 芝浦工業大学 システム理工学部

147．褥瘡・創傷治療における創傷被覆材としての生理用ナプキンの有用性

三和会東鷲宮病院 看護部 野口 美紀ほか５名…397

148．超音波診断装置による DTIの評価

愛知医科大学医学部 藤井 公人ほか５名…397

149．体圧分散寝具ウレタンマットレスの経年的変化にかかわる調査

津島市民病院 ケア支援室 森 香津子ほか４名…397
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150．体圧分布センサ内蔵エアマットレスの開発 −体圧分布データを用いた全自動マット内圧制御−

株式会社モルテン 三村 真季ほか２名…398

151．新生児の褥瘡予防に着目したウレタンフォームマットレスの有効性の検討

財団法人倉敷中央病院 NICU 中村 雅子ほか４名…398

152．医療器具の装着によって生じる褥瘡への取り組み

藤田保健衛生大学七栗サナトリウム 看護部 和田 治男ほか９名…398

153．便失禁管理システム挿入中の褥瘡予防の検討

成田赤十字病院 褥瘡予防対策室 田中 深雪……………398

12：00〜13：00

ランチョンセミナー 16

Advanced Skincare Summit 半歩進んだ予防的スキンケアの知識と手技を院内に広めるコツ

「ドクターから見た予防的スキンケア，そしてナースへの期待」

上出 良一（東京慈恵会医科大学附属第三病院 皮膚科）

「みんなで取り組もう！失禁ケアにおける予防的スキンケア 〜スキンケア院内マニュアル

の見直し〜」

片岡ひとみ（財団法人仙台市医療センター 仙台オープン病院 看護部）

司会：穴澤 貞夫（東京慈恵会医科大学医学部 看護学科）

スリーエム ヘルスケア株式会社

13：30〜14：30

一般口演

機器・用具Ⅲ

座長：神崎 憲雄 養生会かしま病院 外科

154．圧切替型エアマットレスにおける最適残圧の決定

東京大学医学部医学科 佐々木那津ほか４名…399

155．体圧を用いた自動体位判定アルゴリズムの提案

東京大学大学院医学系研究科 老年看護学/創傷看護学分野 加藤 啓史ほか５名…399

156．皮膚表面に使用するねじれの力を計測可能な力センサ −誤差を含んだ計測における変位逆推定法

の評価−

北海道大学大学院 情報科学研究科 村上 知里ほか４名…399

157．新マルチパッド型簡易体圧測定器の信頼性と妥当性

千木病院 田端 恵子ほか８名…399

158．創傷保護パッドプロソフトの使用経験

医療法人渓仁会札幌西円山病院 看護部 天野冨士子ほか８名…400
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159．NPPV（非侵襲的陽圧換気）マスクによる褥瘡予防 −骨格の特徴から褥瘡アセスメントケアシー

トの作成−

財団法人甲南病院六甲アイランド病院 集中治療部 田中 久美ほか７名…400

160．車いす用ダイナミック型エアーセルクッション（メディエア）の使用経験

介護老人保健施設はっ田 大西 山大ほか２名…400

14：40〜15：20

一般口演

栄養ケア・口腔ケアⅡ

座長：秋山 和宏 東葛クリニック病院 外科

161．病状悪化に伴い褥瘡が悪化してしまった１事例 〜リスクの影響と多職種との連携を通して学んだ

こと〜

養生会かしま病院 看護部 渡邉 英子ほか６名…400

162．簡易栄養状態評価表ショートフォームMNA-SFの有用性について：MNAとの比較検討

阪和第一泉北病院 褥瘡対策委員会 岡本 渚ほか６名…401

163．PNIを使用した褥瘡重症化予防の第一次アセスメントの検討

京都桂病院 栄養科 平石 宏行ほか６名…401

164．食事摂取基準（2005 年版）での銅・亜鉛推奨量に対応した濃厚流動食使用下の褥瘡経過（第二報）

京浜会・京浜病院 志越 顕……………401

165．褥瘡患者の当院の栄養評価法による栄養改善率

池友会新小文字病院 木股 完仁ほか６名…401

15：30〜16：20

一般口演

栄養ケア・口腔ケアⅢ

座長：山中 英治 社会医療法人若弘会若草第一病院 外科

166．口腔ケアにおける緑茶とマウスウオッシュ液使用の比較検討 〜口臭・口腔乾燥の予防に対して〜

ベルランド総合病院 西４病棟 安田 緑ほか３名…402

167．Ｓ式褥瘡栄養評価レーダーチャート（S-DNARC）（第５報）：臨床的意義と有用性の新たな検証

医療法人紘友会福山友愛病院 精神科 末丸 修三ほか６名…402

168．栄養摂取方法と褥瘡との関連についての検討

医療法人全仁会倉敷平成病院 小野 詠子ほか３名…402

169．当院の行っている嚥下評価とその取り組み

高岡駅南クリニック 城山 和也ほか５名…402

170．長期褥瘡保有患者における栄養学的背景の調査とアルギニン強化経管栄養の効果に関する検討

高田厚生病院 佐藤 厚子ほか８名…403

196．褥瘡治療と栄養 〜積極的な PEG造設による栄養管理〜

三和会東鷲宮病院 循環器・血管外科 水原 章浩ほか６名…403
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〔第９会場〕

9：20〜10：20

一般口演

教育・医療経済Ⅰ

座長：松井 優子 NTT 西日本金沢病院 看護部

171．看護師による褥瘡治療の問題点 〜スキルアップのために何を学ぶ必要があるのか?〜

IHI播磨病院 外科 大原 忠敬……………403

172．急性期病院における褥瘡対策スキンケアチームの教育が褥瘡発生率へ及ぼす影響

君津中央病院 看護局 今野日登美ほか１名…403

173．褥瘡ハイリスク患者ケア加算導入前後の発生率・有病率の変化と今後の課題

県西部浜松医療センター 藤井 啓代ほか４名…404

174．皮膚・排泄ケア認定看護師が褥瘡ケアに及ぼす影響と効果 ドレッシング材使用のコスト削減結果

を考察して

済生会松阪総合病院 祖父江亜紀子……………404

175．脊髄損傷患者の褥瘡予防に関する退院指導の検討

独立行政法人国立病院機構村山医療センター 神澤 美咲ほか４名…404

176．褥瘡委員会の取り組み 〜卒後教育研修から考える今後の課題〜

医療法人親仁会米の山病院 ２病棟（急性期病棟） 竹下 裕子……………404

177．愛知県薬剤師会による褥瘡実習研修会

大和新薬株式会社 チューリップ薬局平針店 水野 正子ほか３名…405

12：00〜13：00

ランチョンセミナー 17

「褥瘡ケアにおける超音波診断 〜回診におけるイノベーション〜」

冨田 則明（東葛クリニック病院 超音波検査技師）

司会：大浦 紀彦（杏林大学医学部 形成外科学）

日本シャーウッド株式会社

13：30〜14：20

一般口演

教育・医療経済Ⅱ

座長：石澤美保子 大阪府立大学 看護学部

178．歩行可能な患者あるいは車椅子患者の褥瘡に対する皮弁形成手術後の再発に関する検討

牛久愛和総合病院 看護部褥瘡委員会 石田美枝子ほか10名…405
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179．法人内認定皮膚ケアナースの育成状況と教育効果

白十字病院 八代冨美代……………405

180．褥瘡を有する患者における入院医療費包括評価制度（DPC）の現状と変遷

東京医科大学病院 薬剤部 関根 祐介ほか７名…405

181．急性期病院における予防教育の効果と課題

社会福祉法人十善会病院 看護部 野口 明子ほか５名…406

182．褥瘡リスクアセスメント票を用いた褥瘡への意識の変化

総合病院取手協同病院 腎臓・消火器内科病棟 高山久美子ほか４名…406

183．褥瘡発生低減につながった看護局褥瘡対策委員会の活動評価

千葉県立佐原病院 看護局褥瘡対策委員会 小川 浩子ほか３名…406

14：30〜15：20

一般口演

教育・医療経済Ⅲ

座長：紺家千津子 金沢医科大学 看護学部

184．褥瘡発生率低下にむけての取り組み 〜予防的ケア介入開始の指標を決めて〜

札幌社会保険総合病院 看護局 神下 美雪……………406

185．褥瘡リンクナースの実践レベルの向上と発生率の変化

健康保険諫早総合病院 平田 直子……………407

186．院内研修の新しい試み 〜ランチタイムセミナーを実施した効果〜

東京歯科大学市川総合病院 看護部 樋口 ミキほか２名…407

187．当院における褥瘡対策への取り組み・・・活動の振り返りとケアの統一へむけての教育

医療法人健和会健和会病院 内科 林 洋子ほか７名…407

188．一般病院における褥瘡看護技術の現状

医療法人福西会福西会病院 看護部 高木 良重ほか１名…407

189．皮膚・排泄ケア認定看護師による高度創傷管理技術を用いた褥瘡の重症化防止に関する研究

東京大学大学院医学系研究科 貝谷 敏子ほか８名…408

15：30〜16：20

一般口演

その他Ⅲ

座長：伊藤美智子 社会保険中央総合病院

190．当院における褥瘡持ち込み患者の現状

杏林大学医学部附属病院 看護部 丹波 光子ほか４名…408

191．皮弁術後社会的自立が可能となった一症例 〜看護師の関わりと多職種との連携〜

藤原記念病院 看護部 佐藤 正子ほか２名…408

192．臨床指標における当院の褥瘡管理レベルの検討

東葛クリニック病院 PUT 小川 晴久ほか10名…408
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193．腹臥位脊椎手術における顔面表皮剝離の要因分析 −顔面皮膚水分率測定結果より−

関東労災病院 池上 晶子ほか１名…409

194．挿管チューブ固定時の皮膚保護を行って −手術室におけるスキントラブル予防−

公立学校共済組合近畿中央病院 安田 操ほか３名…409

195．統合失調症患者に発症した DTI

医療法人資生会八事病院 看護部 軸屋 文巌ほか２名…409

〔第 10 会場〕

9：20〜10：00

一般口演

栄養ケア・口腔ケアⅠ

座長：足立香代子 せんぽ東京高輪病院 栄養管理室

197．アルギニンおよびグルタミン含有粉末飲料投与による褥瘡治癒効果の検討

永生病院 褥瘡委員会 野本 達哉ほか８名…409

198．褥瘡患者における栄養指標としての血清アルブミン値に関する検討

徳島大学 形成外科 杉野 博崇ほか４名…410

199．簡易栄養評価表-ショートフォームMNA-SFにおいて BMIの代わりに下腿周囲長を用いることの

検討

阪和第一泉北病院 褥瘡対策委員会 美濃 良夫ほか６名…410

200．結核患者の褥瘡発生因子に関する検討

独立行政法人国立病院機構南九州病院 栄養管理室 宮永 朋子ほか６名…410

13：30〜14：20

一般口演

基礎Ⅰ

座長：館 正弘 東北大学大学院医学系研究科 外科病態学講座形成外科学分野

201．ベッド背上げが呼吸機能に及ぼす影響 −背上げ角度および背抜きの有無と呼吸機能との関連性−

JA愛知厚生連江南厚生病院 看護管理室 祖父江正代ほか５名…410

202．“Non-blanchable erythema”の本態は出血と毛細血管拡張を伴う炎症である：ダーモスコピーによる

観察

大阪大学大学院医学系研究科 皮膚・毛髪再生医学（アデランス）寄附講座

乾 重樹ほか２名…411

203．17βエストラジオール経皮投与がマウス皮膚全層欠損創の治癒に及ぼす影響

金沢大学大学院医学系研究科保健学専攻 看護科学領域臨床実践看護学講座

原 由里子ほか４名…411

204．MAZ51 によるリンパ管新生阻害がマウスの皮膚創傷治癒過程に及ぼす影響

金沢大学大学院医学系研究科保健学専攻 臨床実践看護学講座 黒川 佳奈ほか４名…411
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205．薬剤による褥瘡リスク評価

市立室蘭総合病院 薬局 水谷 一寿ほか８名…411

206．褥瘡創部ヒアルロン酸代謝のダイナミックな変化

愛知県立大学大学院 看護学研究科 高橋 佳子ほか４名…412

14：30〜15：20

一般口演

基礎Ⅱ

座長：樋口 浩文 岩手医科大学 形成外科

207．ベッドの背上げ動作が呼吸機能に及ぼす影響 −背部のずれ力と肺活量・１回換気量の関係につい

て−

株式会社モルテン 三村 真季ほか５名…412

208．湿潤環境をコントロールする高緩衝性ゲルの開発と機能的評価

アルケア株式会社 医工学研究所 縄田 厚ほか５名…412

209．有限要素法による３次元３層殿部モデルの構築

北海道大学 情報科学研究科 大杉 太郎ほか４名…412

210．ヒアルロン酸を基材としたプロスタグランジン E1含有創傷被覆材の開発：糖尿病マウスを用いた

動物実験評価

北里大学医療衛生学部 人工皮膚研究開発センター 富岡 了一ほか１名…413

211．褥瘡肉芽組織における水分調節細胞外マトリックス分子の挙動と薬物治療経過モニタリング

国立長寿医療研究センター 先端薬物療法科 磯貝 善蔵ほか４名…413

212．培養脂肪細胞の成熟過程におけるMMP-8の発現および活性の動態

東京大学医学系研究科 アドバンストスキンケア（ミスパリ）寄附講座 峰松 健夫ほか７名…413

15：30〜16：10

一般口演

基礎Ⅲ

座長：磯貝 善蔵 国立長寿医療センター

213．ヒト三次元培養表皮組織モデルを用いた褥瘡外用剤細胞毒性試験

NPO法人床ずれ研究会 久保 忠一……………413

214．ヒアルロン酸とコラーゲンを基材としたEGF含有創傷被覆材の開発

北里大学医療衛生学部 人工皮膚研究開発センター 近藤 慎也ほか４名…414

215．セラミド配合皮膚保護剤の創傷治癒効果 第１報

埼玉医科大学 形成外科 関谷 直美ほか４名…414

216．超音波診断装置にて追跡したポケット腔内の治癒過程

金沢大学大学院医学系研究科 保健学専攻 上田美由紀ほか10名…414

217．緑膿菌クオラムセンシングシグナルが皮膚創傷治癒に与える影響

東京大学大学院医学系研究科 老年看護学/創傷看護学分野 仲上豪二朗ほか６名…414
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〔展示・ポスター会場〕

9：00〜9：30

その他Ⅰ

座長：安楽 邦明 松江赤十字病院 形成外科

P-051．腹腔鏡下手術における体位固定用具使用時の皮膚トラブル予防に向けた取組み

独立行政法人国立病院機構長崎医療センター 看護部手術室 七山 松美ほか２名…415

P-052．気管切開部周囲皮膚褥瘡の予防に対する当院の試み

日本医科大学武蔵小杉病院 看護部 野村 好美ほか４名…415

P-053．術中・術後の統一したチェックリストを使用して −腹臥位における褥瘡発生リスクの経時的な

観察−

社会保険群馬中央総合病院 藤本 一彦ほか５名…415

P-054．真菌症合併創に硝酸ミコナゾール含有石鹸による洗浄法を用いて

特定医療法人順和長尾病院 看護部 嘉数佳代子ほか３名…415

P-055．便失禁管理システムによる肛門粘膜損傷発症の現状と要因分析

日本医科大学千葉北総病院 看護部 横山 千鶴ほか２名…416

P-056．大腿骨頚部骨折の患者の褥瘡発生状況の考察 〜長谷川式スケールを使用して

下関厚生病院 看護局 峰 智子ほか５名…416

9：00〜9：30

医療体制Ⅰ

座長：本田 耕一 特定医療法人社団カレスサッポロ時計台記念病院 形成外科・創傷治療センター

P-093．褥瘡対策委員会における地域連携への取り組み−褥瘡継続処置用紙を利用した褥瘡ケアの推進−

市立伊勢総合病院 褥瘡対策委員会 田所 文佳ほか３名…425

P-094．褥瘡委員会の在り方についての検討

医療法人恭昭会彦根中央病院 看護部 池野美沙緒ほか５名…425

P-095．褥瘡回診への参加を目指して −看護師による DESIGN評価の実践−

八尾徳洲会総合病院 褥創対策委員会 髙橋 章恵ほか９名…426

P-096．「持ち帰り褥瘡」から考える急性期病院の看護者の役割

大阪府済生会吹田病院 看護部 谷水 明子ほか７名…426

P-097．療養病棟で褥瘡の早期の改善がみられた２症例

医療法人社団恵仁会セントマーガレット病院 栄養科 宮澤由香理ほか１名…426

P-098．褥瘡治癒と継続看護の関係性 〜転棟を機に明らかになったこと

医療法人心泉会上條記念病院 看護部 三井 尚子ほか５名…426
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9：00〜9：30

褥瘡とQOLⅠ

座長：稲田 浩美 日本医科大学附属病院 看護部

P-130．褥瘡ドック 第 1報 褥瘡ドック開設までの経緯

星総合病院 形成外科 佐瀬 道郎ほか 4名…434

P-131．ADLを考慮した褥瘡ケアが有効であった仙骨部褥瘡の 1例

医療法人野中会東成病院 看護部 竹内まゆみほか 2名…435

P-132．不安状態にある難治性褥瘡患者の看護

財団法人甲南病院加古川病院 東 3階病棟 片山 朋奈ほか 2名…435

P-133．褥瘡発生・悪化にて歩行困難となった患者との関わりを振り返る

JFE健康保険組合川鉄千葉病院 看護部 大古 佳世ほか 3名…435

P-134．人工呼吸器装着中の褥瘡形成患者の看護介入

JFE健康保険組合川鉄千葉病院 褥瘡委員会 佐藤 美樹ほか 5名…435

P-135．褥瘡ドック 第 2報 申し込みから退院までのシステム作りにおける一考察

星総合病院 看護部 鈴木さゆりほか 1名…436

9：30〜10：00

その他Ⅱ

座長：加納 宏行 岐阜大学医学部附属病院 皮膚科

P-057．高度骨突出部への圧迫を軽減するための簡易なクッションの試作とその使用経験

聖隷浜松病院 褥瘡対策委員会 鈴木賀映子ほか10名…416

P-058．人工物の介在した頭部難治性潰瘍の治療経験

博慈会記念総合病院 形成外科 大木 琴美ほか２名…416

P-059．一般病院における体圧分散マットレスの一元管理の課題

倉敷平成病院 渡辺 英子ほか５名…417

P-060．テキストマイニング法を用いた褥瘡特集文献の動向分析

刈谷豊田総合病院東分院 看護・介護部 黒柳いつ子ほか６名…417

P-061．拘縮を伴う褥瘡保有者のケアにおける文献研究

名古屋大学大学院 医学系研究科 谷口由美子ほか６名…417

P-062．褥瘡との診断に迷う創傷について

彦根市立病院 形成外科 伊藤 文人ほか２名…417

9：30〜10：00

医療体制Ⅱ

座長：鈴木 定 鈴木クリニック

P-099．当院における褥瘡回診について −電子カルテ導入後の効率化に向けて−

社会医療法人杏嶺会一宮西病院 看護部 纐纈由美子ほか１名…427
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P-100．院内発生褥瘡の重症化を予防することが出来た「発赤相談コール」の取り組みについて

土岐市立総合病院 皮膚科 坂 義経ほか２名…427

P-101．安全性と現実的な介護力を調和させた褥瘡対策

リハビリテーション中伊豆温泉病院 恩田 啓二ほか１名…427

P-102．褥瘡対策チームと NSTによる合同カンファレンス定期開催によりもたらされた効果

大田市立病院 看護部 小原 恵子ほか８名…427

P-103．褥瘡経過記録の導入を試みて

健和会大手町病院 看護部 大内 都ほか８名…428

P-104．DESIGNから DESIGN-Rへの当院での褥瘡評価について

行田中央総合病院 看護部 前原 優子ほか９名…428

9：30〜9：55

褥瘡とQOLⅡ

座長：石川眞里子 山梨大学大学院 医学工学総合研究部

P-136．褥瘡ドック 第３報 褥瘡ドック開設１年間の総括

星総合病院 形成外科 佐瀬 道郎ほか７名…436

P-137．チーム医療・医療連携により重症褥瘡が早期に改善に至った一例

国立病院機構九州医療センター 看護部 梶原三亀代ほか５名…436

P-138．褥瘡ケアのシステムづくり 〜看護の主体性の発揮〜

伊丹ゆうあい 稲野 聖子ほか２名…436

P-139．褥瘡保有している脊髄損傷者の QOLについての実態調査 −便失禁に焦点をあてて−

東北大学病院 高橋 真紀ほか１名…437

P-140．褥瘡ドック 第４報

星総合病院 形成外科 佐瀬 道郎ほか５名…437

10：00〜10：40

その他Ⅲ/在宅治療Ⅰ

座長：藤本由美子 近大姫路大学 看護学部

P-063．パーキンソン病患者に特徴的な“指”の褥瘡対策の現状と分析

東京都立神経病院 内田 明子ほか１名…418

P-064．仙骨部褥瘡から生じた非クロストリジウム性ガス壊疽に対して行った褥瘡対策チームによる治療

経験

さいたま市民医療センター 看護部 渡邉 亜紀ほか８名…418

P-065．他院・他施設より紹介のあった褥瘡患者の検討

長崎労災病院 近藤加代子…418

P-066．但馬褥瘡“ゼロ”作戦その１ −訪問研修会を実施して見えた問題点と課題−

公立八鹿病院 褥瘡対策委員会 吉田 一正ほか７名…418
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P-067．但馬褥瘡“ゼロ”作戦その２ −訪問研修会を実施したアンケートの結果から−

公立八鹿病院 褥瘡対策委員会 高橋 博子ほか７名…419

P-068．褥瘡在宅ケアのための患者及び介護者へのポイント指導 〜入退院を繰り返す１症例より〜

JA 愛知厚生連足助病院 看護科 林 美往ほか５名…419

P-069．地域での褥瘡に対する当院の取り組み

半田市立半田病院 看護局 中村千香子ほか１名…419

P-070．生活療養ノートを活用し在宅療養を継続できた褥瘡患者の１事例

益田赤十字病院 檜谷みどり……………419

10：00〜10：30

医療体制Ⅲ

座長：藤岡 正樹（独）国立病院機構長崎医療センター 形成外科

P-105．当院における褥瘡対策の動向と今後の課題 〜褥瘡対策委員会発足７年間を通して〜

医療法人社団中津胃腸病院 看護部 古野衣里子ほか８名…428

P-106．皮膚・排泄ケア認定看護師による褥瘡保有患者ラウンドの効果の検討 − DESIGN-Rを用いた

比較−

姫路聖マリア病院 マリア館２階病棟 藤原 優子ほか２名…428

P-107．特殊な変形拘縮がある褥瘡保有者の継続看護における退院支援看護師の役割

大阪赤十字病院 入退院支援課 乙田 浩子ほか４名…429

P-108．当院における褥瘡ラウンドの効果

横浜相原病院 牛膓 好美……………429

P-109．当院における NSTと褥創対策チームの役割

北摂総合病院 上原 千恵ほか１名…429

P-110．当院の褥瘡対策におけるチーム連携 −多発褥瘡が改善した一症例をとおして−

朝日大学歯学部付属村上記念病院 看護部３階南病棟 山田美千代ほか２名…429

10：00〜10：35

栄養ケア・口腔ケアⅠ

座長：野田 康弘 金城学院大学 薬学部

P-141．入院中に褥瘡を発生した患者の栄養状態の調査

豊川市民病院 看護部 枡谷左紀子ほか１名…437

P-142．胸部大動脈解離術後患者の褥瘡発生に対する取り組み

沖縄徳洲会中部徳洲会病院 看護部 小渡 好美ほか７名…437

P-143．褥瘡治療において経腸栄養は経静脈栄養よりも有効であるか?

医療法人伴帥会愛野記念病院 形成外科 山中 健生ほか４名…438

P-144．訪問介護員への栄養指導の必要性 第１報 −在宅高齢者の食事の実態調査より−

彦根市立病院 栄養治療室 池部 章子ほか４名…438
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P-145．訪問介護員への栄養指導の必要性 第２報 −講義とその効果−

彦根市立病院 栄養治療室 小野 由美ほか４名…438

P-146．アイソカルプラス EX
Ⓡ
の使用により多発褥瘡の治癒促進が認められた１事例 −管理栄養士の立

場から

総合病院土浦協同病院 栄養部 大場 瞳ほか４名…438

P-147．重度褥瘡を有する糖尿病患者への栄養管理が困難であった１例

医療法人徳洲会八尾徳洲会総合病院 佐藤 友亮ほか９名…439

13：30〜14：10

予防環境整備Ⅰ

座長：久徳 茂雄 市立岸和田市民病院 形成再建外科

P-071．マットレスの中央管理とマットレス供給

医療法人社団尾崎病院 リハビリテーション科 井坂 徹ほか２名…420

P-072．臨床における除圧を考慮した側臥位角度の検証

岡山県立大学大学院 道繁祐紀恵ほか３名…420

P-073．マットレスの選択に体圧の測定が有効と思われた症例

埼玉県総合リハビリテーションセンター 作業療法科 根岸 昌ほか２名…420

P-074．体圧分散寝具の稼働率調査 適正数と看護師の充足感に関する考察

聖隷横浜病院 看護部 戸沢 弘美ほか７名…420

P-075．褥瘡予防への取り組み 〜排泄ケア方法の検討〜

財団法人西日本産業衛生会若杉病院 看護部 瀬戸 俊哉ほか２名…421

P-076．定山渓病院における褥瘡危険要因に対する体圧分散マットレス提供の推移

渓仁会定山渓病院 看護部 木村 美幸ほか３名…421

P-077．ずれ力の除去が困難であった精神症状を呈した患者の褥瘡ケアの検討

羽島市民病院 精神医療センター 小澤 純子ほか１名…421

P-078．マットレスのへたりが体圧分散に与える影響 −BMIごとに比較検討−

医療法人宇治徳洲会病院 看護部 田和勢津子……………421

13：30〜14：05

医療体制Ⅳ

座長：山本由利子 高松赤十字病院 看護部

P-111．褥瘡保有患者へ管理栄養士ができること 〜褥瘡対策チームに参加して〜

神戸協同病院 栄養科 光原 沙織ほか５名…430

P-112．褥瘡対策チームと病棟の連携により難治性褥瘡が早期治癒した一例

浜松医科大学医学部附属病院 谷野 晴香ほか９名…430

P-113．本院における褥瘡対策マニュアル改訂のとりくみ 〜外用剤の分野において〜

社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院 薬剤科（褥瘡対策委員会） 長嶋フクヱほか３名…430
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P-114．当院で生じた褥瘡の発生時期の統計的検討

前橋赤十字病院 褥瘡対策委員会 木村 公子ほか３名…430

P-115．褥瘡チーム回診における薬剤師の役割

社会医療法人財団慈泉会相澤病院 褥瘡対策チーム 林 健太郎ほか10名…431

P-116．「褥瘡ハイリスク患者ケア加算」を開始して

厚生連高岡病院 看護部 開 千春ほか１名…431

P-117．褥瘡ハイリスク患者ケア加算算定開始後の褥瘡対策の効果と今後の課題

大阪府立急性期・総合医療センター 褥瘡防止対策委員会 中務 直美ほか３名…431

13：30〜14：05

栄養ケア・口腔ケアⅡ

座長：髙﨑 美幸 東葛クリニック病院 栄養部

P-148．術後発生した仙骨部褥瘡の治療と NSTとの関わり

平成紫川会社会保険小倉記念病院 仮屋崎通子……………439

P-149．看護師と歯科衛生士の口腔ケアに関する質問票調査結果の報告

東京医科歯科大学 歯学部口腔保健学科 白田千代子ほか３名…439

P-150．褥瘡患者の経鼻胃管での経腸栄養剤投与時の対応経験 〜胃内半固形化法の工夫〜

市立室蘭総合病院 医事課食事療養係 川畑 盟子ほか９名…439

P-151．家族の思いを尊重するため栄養管理が問題となり褥瘡治癒に遅延をきたした一事例

医療法人社団愛生会昭和病院 看護部 石川 瞳ほか３名…440

P-152．看護師と歯科衛生士の口腔ケアに関する質問票調査結果の報告 第２報

東京医科歯科大学 歯学部口腔保健学科 遠藤 圭子ほか３名…440

P-153．当院における褥瘡発生患者の栄養摂取状況についての検討

東京医科大学病院 栄養科 田村 理絵ほか６名…440

P-154．高度栄養障害患者のより効果的な栄養療法の選択 〜褥瘡予防や治療に欠かせない看護師の視点

から〜

医療法人鹿児島愛心会大隅鹿屋病院 看護部 大野 緑……………440

14：10〜14：45

予防環境整備Ⅱ

座長：河合 勝也 京都大学医学研究科 形成外科

P-079．褥瘡予防に対する標準看護計画を作成して

健和会大手町病院 看護部 山本 由美ほか８名…422

P-080．当院における褥瘡対策の効果

奈良県立奈良病院 相談支援センター 天内 陽子ほか２名…422

P-081．フットケアチームの立ち上げと取り組み 〜病棟への導入と経過 ,今後の課題〜

医療法人相生会わかば病院 松田はつみほか10名…422
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P-082．体圧分散寝具充実への取り組み

医療法人天真会南高井病院 薬局 伊神 裕代……………422

P-083．側臥位手術時の体位固定における除圧材料の検討

君津中央病院 看護局 斉藤ゆう子ほか１名…423

P-084．医療用弾性ストッキングによる皮膚障害と着用基準の見直し

神戸大学医学部附属病院 褥瘡グループ 松本 衣代ほか５名…423

P-085．経腸栄養投与患者における嚥下性肺炎と褥瘡に関する検討

国立病院機構長崎医療センター 栄養管理室 長友 宏予ほか７名…423

14：10〜14：40

保存的治療Ⅲ

座長：中川 宏治 高知赤十字病院 形成外科

P-118．当院における創傷被覆材と外用剤の使用状況

宮城県立がんセンター 褥瘡回診チーム 後藤 孝浩ほか２名…431

P-119．創傷除圧用具「プロソフト」の使用経験

医療法人財団慈生会野村病院 看護部 片桐 伸子ほか６名…432

P-120．体位変換を中止して完全治癒に至った一例

JA静岡厚生連リハビリテーション中伊豆温泉病院 土屋 幸人ほか１名…432

P-121．褥瘡治療の基本である，除圧・栄養・管理の徹底で治癒した難治症例

あそか病院 矢野 剛司……………432

P-122．危険な褥瘡壊死組織の分類と対応

高岡駅南クリニック 塚田 邦夫ほか５名…432

P-123．膝窩部に発生した褥瘡が治癒に至るまで

特定医療法人新生病院 ３東病棟 森田 順子ほか２名…433

14：10〜14：35

外科的治療Ⅰ

座長：三枝 紀子 旭中央病院 形成外科

P-155．SPP値を参考にした下腿潰瘍・褥瘡のデブリードマンのタイミング

東鷲宮病院 血管外科 武内 謙輔……………441

P-156．病理組織から考えるポケットを有する褥瘡の外科的治療の必要性

三重県厚生連菰野厚生病院 皮膚科 中村 元樹ほか２名…441

P-157．閉塞性動脈硬化症に伴う踵部褥瘡を治癒に導き得た１例

渋川総合病院 大木 茂ほか４名…441

P-158．当院における局所麻酔下での褥瘡手術症例の検討

横浜旭中央総合病院 入谷 哲司ほか１名…441

P-159．関節形成術および装具療法を用いた足底褥瘡の治療経験

済生会前橋病院 中島 一郎ほか４名…442
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14：50〜15：25

予防環境整備Ⅲ

座長：大村 裕子 東京オストミーセンター

P-086．体圧分散マットレスの褥瘡に対する効果

医療法人社団和風会橋本病院 酒井 晃代ほか３名…423

P-087．療養病棟における OHスケールの有効性について

医療法人社団尾崎病院 山本 美香ほか５名…424

P-088．当院のおむつ対策について

医療法人社団仁成会高木病院 高橋 航平ほか６名…424

P-089．実用性の高い「スキンケアマニュアル」の作成と現場での評価について

彦根市立病院 看護部 西村 紀子ほか１名…424

P-090．ポジショニングペーパーの使用により褥瘡発生の低減を図る

長浜赤十字病院 看護部 林 真由美ほか２名…424

P-091．褥瘡対策に対するケアの統一をめざし −伝達講習を試みて−

医療法人社団あずま会浜松東病院 村松 和美ほか３名…425

P-092．治療器具装着が局所圧に及ぼす影響 −第二報−

今給黎総合病院 リハビリテーション部 福森 愛美ほか７名…425

14：40〜15：10

保存的治療Ⅳ

座長：橋川 和信 神戸大学医学部附属病院 形成外科

P-124．急性循環不全・呼吸不全を呈した後に弾性ストッキング着用で重篤な褥瘡を形成した一例

大分大学 皮膚科 後藤真由子ほか７名…433

P-125．様々な条件を有する脊損患者が長期間保有している難治性仙骨部褥瘡に対してのプロソフトの使

用経験

ベルランド総合病院 外科・乳腺外科 山崎 圭一ほか４名…433

P-126．栄養不良により全身が脆弱な皮膚であった褥瘡患者に対し，穴あきラップ療法を用いた１症例

医療法人財団明理会鶴川サナトリウム病院 看護部 森本 将司ほか６名…433

P-127．乳癌末期の患者に発症した広範囲の皮膚障害のケアに難渋した１症例

長崎市立市民病院 看護部 森 智美ほか４名…434

P-128．褥瘡に対する落葉式ラップ被覆法（仮称）について

医療法人財団青葉会青葉病院 中條 俊夫ほか７名…434

P-129．坐骨部のポケット褥瘡に対してカデキソマー・ヨウ素を使用し皮下膿瘍を形成した１例

東京医科大学病院 皮膚科学教室 倉繁 祐太ほか２名…434
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14：40〜15：05

外科的治療Ⅱ

座長：漆舘 聡志 弘前大学医学部附属病院 形成外科

P-160．peroneal artery PPP（perforator pedicled propellar）皮弁による外顆 〜踵部の難治性潰瘍に対

する治療経験

日本医科大学付属病院 形成外科 大木更一郎ほか２名…442

P-161．坐骨部褥瘡術後管理における便失禁管理システムの使用経験

宝塚市立病院 看護部 黒木亜希子ほか６名…442

P-162．極めてまれな受傷機転による両側大腿部褥瘡１例の治療経験

都立広尾病院 形成外科 吉村 長嗣ほか３名…442

P-163．皮弁形成術後における，再発予防のための創部テーピング保護の経験

第一なるみ病院 堀 加代子ほか２名…443

P-164．亜鉛の補充と buried chip skin grafting を行い軽快した右足かかと部の褥瘡

山形市立病院済生館 皮膚科 角田 孝彦ほか１名…443
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